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授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
The aim of this course is the development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking,
and the ability to express ideas and opinions in English.
英語学習の4技能(読む、書く、聞く、話す)の内、リスニングとスピーキングを中心とした英語のコ
ミュニケーション能力の向上と、英語で情報を理解し、考え、意見を発信する基本的な力を養成す
る。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation Classroom English/Communication Journal
Get to know one another in class.
HW:Set your goal for the semester.

第2回

Cosmetic Surgery (Unit 1) appearance, family relationships
HW: Communication Journal

第3回

Friends or Lovers (Unit 2) friendships, relationships
HW: Communication Journal

第4回

Why care? (Unit 3) environmental issues, relationships
HW: Communication Journal

第5回

Rules, rules, rules! (Unit 4) family relationships, rules
HW: Communication Journal

第6回

Plagiarism (Unit 5) education, personal responsibility, honesty
HW: Communication Journal

第7回

Listening test 1 Check your improvement in listening.
Group discussion 1 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussions and reflection on them

第8回

Housework (Unit 6) chores, relationaships, gender issues
HW: Communication Journal

第9回

Starting a Family (Unit 7) family, relaiontsips, personal choices
HW: Communication Journal

第10回

Earning Money (Unit 8) jobs, education careers, money
HW: Communication Journal

第11回

Body Art (Unit 9) appearance, culture, family
HW: Communication Journal

第12回

Boomerang Children (Unit 10) trends, living situations, culture, family
HW: Communication Journal

第13回

Listening test 2 Check your improvement in listening.
Group discussion 2 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussions and reflection on them

第14回

Group discussion/debate 3 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW:Self-assessment of course progress

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to
the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reflection and review of textbook material (approx. 20 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.)
成績評価の方法・基準

成績評価の方法・基準
評価項目
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト

評価配分（％） 備考

20 ％
20 ％

Preparation/Reflection: Communication Journal
Listening Assessment: Listening tests based on textbook
units
Preparation and active class participation
Pair/group discussions on their chosen topics

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class verbally or in writing individually. Quizzes will be returned in class with numerical grades.
教科書
Impact Issues 3 (語学テキスト）,Day, Shaules, and Yamanaka,Pearson,3,2019,9789813134393
履修上の注意
You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required to
enroll in English Communication I next semester.
このコースの単位が取れない場合はEnglish Communication IIを２学期に履修することはできない。
その他
Active participation in class activities and working on assignments in a timely manner are essential to complete this course
successfully.
授業には積極的に参加し、課題の期日を守ること。
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授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation Classroom English/Vocabulary Log/Communication Journal
Get to know one another in class.
HW:Set your goal for the semester.

第2回

First impressions (Unit 1) Listening:Descriptions
Speaking:Introduce yourself./Discuss what attracts you.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第3回

Traffic jam (Unit 2) Listening:Directions
Speaking:Show your daily commute with a map.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第4回

Local languages (Unit 3) Listening:Opinions
Speaking:Debate internationalism/Plan your trip.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第5回

Family values (Unit 4) Listening:Different values
Speaking:What is important to your family?
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第6回

My future plans (Unit 5) Listening:Choices
Speaking:Plan your future.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第7回

Listening test 1 Check your improvement in listening.
Group discussion 1 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussion

第8回

Friendship (Unit 6) Listening:Specific details
Speaking:Introduce your friend.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第9回

Foods (Unit 7) Listening:Reasons
Speaking:Talk about what to eat.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第10回

Bullying (Unit 8) Listening:Advice
Speaking:Ask for and give advice.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第11回

Aging society (Unit 9) Listening:Advantages/Disadvantages
Speaking:Tell your story based on an outline.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第12回

Education (Unit 10) Listening:Explanations
Speaking:Tell your priorities in school.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第13回

Listening test 2
Group discussion 2
Check your improvement in listening.
Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussion

第14回

Group discussion/debate 3 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW:Self-assessment of course progress

第15回

Course consolation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to

the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reflection and review of textbook material (approx. 20 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.)
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Preparation/Reflection: Vocabulary Log and Communication
Journal
小テスト
20 ％ Listening Assessment: Listening tests based on textbook
units
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Participation: On-going assessment of weekly listening and
speaking tasks
％
その他(備考欄を参照)
30
Pair/group discussions on their chosen topics
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given either in class verbally or in writing individually.
教科書
Impact Issues 2 語学習テキスト,Day, Shaules, andYamanaka,Pearson Longman,2nd,9789620199318
参考文献コメント
Useful website: ISS Moodle Site
NHK World Radio Japan/NPR
Randall’s ESL Cyber Listening Lab/Breaking News English
TED
履修上の注意
You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required to
enroll in English Communication I next semester.
このコースの単位が取れない場合はEnglish Communication IIを２学期に履修することはできない。
２学期はEnglish Communication Iの再履修となる。
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Active participation in class activities and working on assignments in a timely manner are essential to complete this course
successfully.
授業には積極的に参加し、課題の期日を守ること。
Contact me by e-mail (alexshaitan@yahoo.com).

講義コード

U510100103

科目ナンバリング

051H151

科目名

○English CommunicationⅠ

英文科目名

English CommunicationⅠ

担当者名

FARIA JUNIOR， Geraldo Pin

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 月曜日 １時限 南１－１０１.第１学期 木曜日 １時限 南１－１０１

授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation // (Chapter 1) Introduction to Marriage, Family and the HomeClassroom English /
Communication Journal procedures
Homework and Listening assignments for the semester
Short talk: Introductions in groups // HW: Prepare a short talk about a family

第2回

(Chapter 1) Marriage, Family, and the Home: Growing up in a Large Family Listening for factual information /
details
Short talk: Introductions in groups
HW: Write a paragraph about a family story

第3回

(Chapter 1) Marriage, Family, and the Home: Family Stories Listening for intonational and stress patterns
Short presentation: Sharing opinion
HW: Write an opinion paragraph on the family

第4回

(Chapter 1) Marriage, Family, and the Home: Family Lessons Conducting an interview
Short talk: Thinking critically about the family matters
HW: Write critically (pros-cons) on the lifestyle of teenagers

第5回

(Chapter 2) The Power of the Group: Living with Teenagers Listening/note taking on a short lecture on “Rewards
and Punishments” // Group work: Debating the issue presented // Presentation: Sharing opinion // HW: Read
and reflect on the text about group culture

第6回

(Chapter 2) The Power of the Group: Expressions about Groups Listening to two college student interviews
Short talk: Thinking critically about the topic
HW: Create a short list of actions to be taken in group activities

第7回

(Chapter 2) The Power of the Group: Culture Shock: Group Pressure in Action Listening for excerpts of the
interviews / specific information // Short talk // HW: Draw a list of aspects relevant to the childrearing //
LISTENING TEST 1

第8回

(Chapter 3) Gender Roles: Bringing up Children Reading texts in groups
Conducting a survey
HW: Write a contrastive paragraph on the pros - cons of having siblings

第9回

(Chapter 3) Gender Roles: Growing up with a Boy or Girl Watching a lecture
Short talk: Selecting techniques to aid a presentation
HW: Draw a list of positive and negative aspects involved in single gender education

第10回

(Chapter 3) Gender Roles: The Benefits of a Single Gender Education for Girls Listening to an interview and
drawing inferences
Short talk: Sharing opinion / discussing findings
HW: Prepare a questionnaire on gender roles among young adults in Japan

第11回

(Chapter 3) Gender Roles: Interview Listening to an interview and proposing solutions to the issue
Short talk: Sharing opinion / agreeing and disagreeing strategies
HW: Write a paragraph on gender discrimination in the workplace in Japan

第12回

(Chapter 4) Gender Issues Today: Gender Discrimination in the Workplace Conducting an interview and
discussing the findings
Delivering short speeches / responding to others’ presentations with questions and comments
HW: Draw a list of gender inequalities at home and in the workplace

第13回

(Chapter 4) Gender Issues Today: Gender Inequality at Home and in the Workplace Watching a lecture
Short talk: debriefing the content of the lecture
HW: Find gender differences in language usage

第14回

(Chapter 4) Gender Issues Today: Gender and Language Sharing the findings of a survey
HW: Self-assessment of course
LISTENING TEST 2

第15回

Course Review and Summary

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
宿題を期日までに、授業中は積極的な参加を求める。
授業方法
Textbook and listening activities, pair work and group discussions, surveys and interviews, paragraph writing, and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Listening practice and textbook reading assignment (approximately 30 minutes).
Preparation for speaking tasks (approximately 30 minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ Listening tests
レポート
20 ％ Communication jjournal. homework, and reports
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Ongoing assessments (attendance and participation)
その他(備考欄を参照)
30 ％ Discussion and group work
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on assignments and the midterm listening exam is given in class. Feedback on the final examination is given online
through Moodle.
教科書
Academic Encounters, Life in Society 3: Listening and Speaking 語学テキスト,Sanabria, Kim,Cambridge University
Press,2nd,2012,978-1-107-67314-4
教科書コメント
All students are strongly advised to acquire the textbook.
履修上の注意
Note: You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required
to enroll in English Communication I next semester.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
The language of instruction is English.
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods.
The schedule may change according to the needs of the class.
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授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation; Discussion Circle Roles; DC #1 Teen's growing up more slowly; Unit 1

第2回

Unit 1 Secret Wishes; DC #2 The world is 0.28% more peaceful

第3回

Unit 1 Secret Wishes; DC #3 Social media 'destroying how society works'

第4回

Unit 2 Change Climate; DC #4 Video of starving polar bear goes viral

第5回

Unit 2 Change Climate; DC #5 Pollution is the world's biggest killer

第6回

Unit 2 Change Climate; Homework check; Unit 3 Unexected Discoveries

第7回

Unit 3 Unexpected Discoveries; DC #6 Man swims to work every day to beat traffic

第8回

Unit 3 Unexpected Discoveries; DC #7 City plans to plant 3 million trees

第9回

Listening Assessment; DC #8 Adidas to make shoes from ocean garbage

第10回

Unit 4 The Business of Style; DC #9 Scientists make self-repairing clothes

第11回

Unit 4 The Business of Style; DC #10 Unusual fashion gets you more respect

第12回

Unit 4 The Business of Style; Discussion Circle Assessment

第13回

Discussion Circle Assessment; Homework check

第14回

Online Workbook Evaluation; Course review

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule divided over two class periods. The schedule may change according to the needs of the
class.
授業方法
Teacher will facilitate pairwork and small group discussions. Students are expected to use only English during discussions and
actively participate in all activities.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Preparation for discussion circles (approx. 30 min. per week); Textbook and online assignments (approx. 60 min. per week)
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Listening Assessment
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Discussion Circle Assessment
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Pair/Group Discussion (10 x 3 points each)
その他(備考欄を参照)
30 ％ Textbook and online homework/Participation
成績評価コメント
A high level of attendance and a good deal of self study are required to excel in this course.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical feedback will be given on discussion circles on a continuous basis; Numerical feedback will be provided one week after
both listening and discussion circle assessments.

教科書
21st Century Communication Level 2, 2A Split Edition w/online workbook (語学テキスト）)：21st Century
Communication,Jessica WILLIAMS,National Geographic Learning/Cengage,1,2017,978-1-33-768861-1
教科書コメント
Students are required to purchase the textbook and complete all textbook and online workbook exercises as assigned.
履修上の注意
Note: You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required
to enroll in English Communication I next semester.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
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授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Topic: Course orientation and Topic 1: Mass Media
Lesson content:
- Introduction to Vocabulary, Reading and listening study
- Explanation of course requirements
- Self-introduction in groups
- Discussion: Mass Media
- Complete Reading and Listening assignment 1

第2回

Topic: Freedom of Expression
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic:: Freedom of Expression
- Discussion: Freedom of Expression
- Complete Reading and Listening assignment 2

第3回

Listening and Discussion test 1: On the topic of Mass Media and Freedom of Expression

第4回

Topic 3: Poverty
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Poverty
- Discussion: Poverty
- Complete Reading and Listening assignment 3

第5回

Topic 4: Standard of Living
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Standard of Living
- Discussion: Standard of Living
- Complete Reading and Listening assignment 4

第6回

Listening and Discussion test 2: On the topic of Poverty and Standard of Living

第7回

Topic 5: Conflicts, War, and peace.
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Conflicts, War, and peace.
- Discussion: Conflicts, War, and peace.
- Complete Reading and Listening assignment 5

第8回

Topic 6: Natural Disasters and recovery
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Natural Disasters and recovery
- Discussion:Natural Disasters and recovery
- Complete Reading and Listening assignment 6

第9回

Listening and Discussion test 3: On the topic of Conflicts, War, and peace. and Natural Disasters and recovery

第10回

Topic 7: Climate Change
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Climate Change
- Discussion: Climate Change
- Complete Reading and Listening assignment 7

第11回

Topic 8: Refugees
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Refugees
- Discussion: Refugees
- Complete Reading and Listening assignment 8

第12回

Listening and Discussion test 4: Climate Change and Refugees

第13回

Group Debates

第14回

Review of the Semester and Preparation for the next semester

第15回
授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods.
We aim to cover one topic over 2 lessons, and will have a listening and discussion test after we have completed two topics. The
schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
This class will be taught using a CLIL approach. Students will be actively involved in research, presentation discussion.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Completing the Reading and Listening assignments: 30~45 minutes
Writing the Reflections on the topic: 20~30 minutes.
Preparing for individual presentations (one a semester):1 ~ 2 hours is recommend.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of Notebook which
will be collected four times Written feedback will be given
through comments in the notebook.
小テスト
20 ％ Four Listening tests based on course units (4 X 5%)
Feedback will be given in class and online.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ On-going assessment of weekly listening and speaking tasks
Feedback will be given in class and online. Points will be
deducted for excessive use of Japanese to talk about things
not related to the classroom topic, using your phone for non
related tasks, and lates or absences.
その他(備考欄を参照)
30 ％ Four Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics Group leader: (1 X 15%) Group member: (3 X
5%) Feedback will be given in class and online.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive feedback about assignment, examination, report within two weeks after submission.
教科書コメント
The teacher will supply the lesson materials for this course.
履修上の注意
Note: You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required
to enroll in English Communication I next semester.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
Please be aware that as per ISS regulations more than 9 absences will result in a failing grade and that 3 lates are equal to a fail.
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授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
Expressing opinions
Classroom English / Communication Journal
HW: Find an object that represents you, prepare a short talk about it

第2回

First impressions (Unit 1)
Listening dialogue gap fill
Short talk: introductions in groups
HW: Reflection and communication journal

第3回

Traffic Jam (Unit 2)
Listening to complete information
HW: Prepare a map to describe a commute

第4回

Listening + Vocabulary review
Short talk: Describing journeys
Listening log exchange
HW: Reflection and communication journal

第5回

Local languages (Unit 3)
Listening for opinions
Debating internationalism
HW: Prepare itinerary of a trip abroad

第6回

Family values (Units 4 + 5)
Short discussion: Comparing family values
HW: Reflection and communication journal

第7回

Listening + Vocabulary review
Listening test 1
Listening log exchange
HW: Reflection and communication journal

第8回

Friendship (Unit 6)
Listening for specific details
HW: Prepare a short talk about a friend

第9回

Ethical eating (Unit 7)
Listening + Vocabulary review
Short talk: Comparing friends in groups
Listening log exchange
HW: Which food should be banned?

第10回

Bullying (Unit 8)
Group Discussions 1
Short discussion: This should be banned!
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第11回

Listening + Vocabulary review
Group Discussions 2
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第12回

Ageing society (Unit 9)
Group Discussions 3
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第13回

Education (Unit 10)

Group Discussions 4
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
Listening log exchange
HW: Reflection and communication journal
第14回

Listening + Vocabulary review
Listening test 2
Listening log exchange
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course review and reflection

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to
the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Listening practice and review of textbook material (approx. 30 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of Communication
Journal
小テスト
20 ％ Listening tests based on textbook units
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ On-going assessment of weekly listening and speaking tasks
その他(備考欄を参照)
30 ％ Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics. Group leader: (1 X 15%), Group member: (3
X 5%)）
成績評価コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
教科書
Impact Issues 2 （語学テキスト),Day, Shaules, and Yamanaka,Pearson Longman,2nd,9789620199318
参考文献コメント
The course will also make reference to materials on the ISS Moodle site
履修上の注意
Note: You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required
to enroll in English Communication I next semester.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。

講義コード

U510100107

科目ナンバリング

051H151

科目名

○English CommunicationⅠ

英文科目名

English CommunicationⅠ

担当者名

難波 香

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 月曜日 ２時限 南１－１０３.第１学期 木曜日 ２時限 南１－１０３

授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
The aim of this course is the development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking,
and the ability to express ideas and opinions in English.
英語学習の4技能(読む、書く、聞く、話す)の内、リスニングとスピーキングを中心とした英語のコ
ミュニケーション能力の向上と、英語で情報を理解し、考え、意見を発信する基本的な力を養成す
る。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation Classroom English/Communication Journal
Get to know one another in class.
HW:Set your goal for the semester.

第2回

Cosmetic Surgery (Unit 1) appearance, family relationships
HW: Communication Journal

第3回

Friends or Lovers (Unit 2) friendships, relationships
HW: Communication Journal

第4回

Why care? (Unit 3) environmental issues, relationships
HW: Communication Journal

第5回

Rules, rules, rules! (Unit 4) family relationships, rules
HW: Communication Journal

第6回

Plagiarism (Unit 5) education, personal responsibility, honesty
HW: Communication Journal

第7回

Listening test 1 Check your improvement in listening.
Group discussion 1 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussions and reflection on them

第8回

Housework (Unit 6) chores, relationaships, gender issues
HW: Communication Journal

第9回

Starting a Family (Unit 7) family, relaiontsips, personal choices
HW: Communication Journal

第10回

Earning Money (Unit 8) jobs, education careers, money
HW: Communication Journal

第11回

Body Art (Unit 9) appearance, culture, family
HW: Communication Journal

第12回

Boomerang Children (Unit 10) trends, living situations, culture, family
HW: Communication Journal

第13回

Listening test 2 Check your improvement in listening.
Group discussion 2 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussions and reflection on them

第14回

Group discussion/debate 3 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW:Self-assessment of course progress

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to
the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reflection and review of textbook material (approx. 20 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.)
成績評価の方法・基準

成績評価の方法・基準
評価項目
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト

評価配分（％） 備考

20 ％
20 ％

Preparation/Reflection: Communication Journal
Listening Assessment: Listening tests based on textbook
units
Preparation and active class participation
Pair/group discussions on their chosen topics

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class verbally or in writing individually. Quizzes will be returned in class with numerical grades.
教科書
Impact Issues 3 (語学テキスト）,Day, Shaules, andYamanaka,Pearson,3,2019,9789813134393
履修上の注意
You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required to
enroll in English Communication I next semester.
このコースの単位が取れない場合はEnglish Communication IIを２学期に履修することはできない。
その他
Active participation in class activities and working on assignments in a timely manner are essential to complete this course
successfully.
授業には積極的に参加し、課題の期日を守ること。

講義コード

U510100108

科目ナンバリング

051H151

科目名

○English CommunicationⅠ

英文科目名

English CommunicationⅠ

担当者名

SHAITAN， Alexandra

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 月曜日 ２時限 南１－１０４.第１学期 木曜日 ２時限 南１－１０４

授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation Classroom English/Vocabulary Log/Communication Journal
Get to know one another in class.
HW:Set your goal for the semester.

第2回

First impressions (Unit 1) Listening:Descriptions
Speaking:Introduce yourself./Discuss what attracts you.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第3回

Traffic jam (Unit 2) Listening:Directions
Speaking:Show your daily commute with a map.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第4回

Local languages (Unit 3) Listening:Opinions
Speaking:Debate internationalism/Plan your trip.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第5回

Family values (Unit 4) Listening:Different values
Speaking:What is important to your family?
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第6回

My future plans (Unit 5) Listening:Choices
Speaking:Plan your future.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第7回

Listening test 1 Check your improvement in listening.
Group discussion 1 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussion

第8回

Friendship (Unit 6) Listening:Specific details
Speaking:Introduce your friend.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第9回

Foods (Unit 7) Listening:Reasons
Speaking:Talk about what to eat.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第10回

Bullying (Unit 8) Listening:Advice
Speaking:Ask for and give advice.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第11回

Aging society (Unit 9) Listening:Advantages/Disadvantages
Speaking:Tell your story based on an outline.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第12回

Education (Unit 10)
Listening:Explanations
Speaking:Tell your priorities in school.
HW:Vocabulary Log/Communication Journal

第13回

Listening test 2
Group discussion 2 Check your improvement in listening.
Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussion

第14回

Group discussion/debate 3
Group discussions/debates on their chosen topics.
HW:Self-assessment of course progress

第15回

Course consolation

授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reflection and review of textbook material (approx. 20 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Preparation/Reflection: Vocabulary Log and Communication
Journal
小テスト
20 ％ Listening Assessment: Listening tests based on textbook
units
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Participation: On-going assessment of weekly listening and
speaking tasks
その他(備考欄を参照)
30 ％ Pair/group discussions on their chosen topics
成績評価コメント
Pair / Group Discussions 30%
Listening Assessment 20% Listening tests based on textbook units
Preparation/Reflection 20% Vocabulary Log and Communication Journal
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given either in class verbally or in writing individually.
教科書
Impact Issues 2 語学テキスト,Day, Shaules, andYamanaka,Pearson Longman,2nd,9789620199318
参考文献コメント
Useful websites: ISS Moodle Site
NHK World Radio Japan/NPR
Randall’s ESL Cyber Listening Lab/Breaking News English
TED
履修上の注意
You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required to
enroll in English Communication I next semester.
このコースの単位が取れない場合はEnglish Communication IIを２学期に履修することはできない。
２学期はEnglish Communication Iの再履修となる。
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Active participation in class activities and working on assignments in a timely manner are essential to complete this course
successfully.
授業には積極的に参加し、課題の期日を守ること。
Contact me by e-mail (alexshaitan@yahoo.com).

講義コード
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科目ナンバリング
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科目名

○English CommunicationⅠ

英文科目名

English CommunicationⅠ

担当者名

FARIA JUNIOR， Geraldo Pin

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 月曜日 ２時限 南１－１０１.第１学期 木曜日 ２時限 南１－１０１

授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation // (Chapter 1) Introduction to Marriage, Family and the HomeClassroom English /
Communication Journal procedures
Homework and Listening assignments for the semester
Short talk: Introductions in groups // HW: Prepare a short talk about a family

第2回

(Chapter 1) Marriage, Family, and the Home: Growing up in a Large Family Listening for factual information /
details
Short talk: Introductions in groups
HW: Write a paragraph about a family story

第3回

(Chapter 1) Marriage, Family, and the Home: Family Stories Listening for intonational and stress patterns
Short presentation: Sharing opinion
HW: Write an opinion paragraph on the family

第4回

(Chapter 1) Marriage, Family, and the Home: Family Lessons Conducting an interview
Short talk: Thinking critically about the family matters
HW: Write critically (pros-cons) on the lifestyle of teenagers

第5回

(Chapter 2) The Power of the Group: Living with Teenagers Listening/note taking on a short lecture on “Rewards
and Punishments” // Group work: Debating the issue presented // Presentation: Sharing opinion // HW: Read
and reflect on the text about group culture

第6回

(Chapter 2) The Power of the Group: Expressions about Groups Listening to two college student interviews
Short talk: Thinking critically about the topic
HW: Create a short list of actions to be taken in group activities

第7回

(Chapter 2) The Power of the Group: Culture Shock: Group Pressure in Action Listening for excerpts of the
interviews / specific information // Short talk // HW: Draw a list of aspects relevant to the childrearing //
LISTENING TEST 1

第8回

(Chapter 3) Gender Roles: Bringing up Children Reading texts in groups
Conducting a survey
HW: Write a contrastive paragraph on the pros - cons of having siblings

第9回

(Chapter 3) Gender Roles: Growing up with a Boy or Girl Watching a lecture
Short talk: Selecting techniques to aid a presentation
HW: Draw a list of positive and negative aspects involved in single gender education

第10回

(Chapter 3) Gender Roles: The Benefits of a Single Gender Education for Girls Listening to an interview and
drawing inferences
Short talk: Sharing opinion / discussing findings
HW: Prepare a questionnaire on gender roles among young adults in Japan

第11回

(Chapter 3) Gender Roles: Interview Listening to an interview and proposing solutions to the issue
Short talk: Sharing opinion / agreeing and disagreeing strategies
HW: Write a paragraph on gender discrimination in the workplace in Japan

第12回

(Chapter 4) Gender Issues Today: Gender Discrimination in the Workplace Conducting an interview and
discussing the findings
Delivering short speeches / responding to others’ presentations with questions and comments
HW: Draw a list of gender inequalities at home and in the workplace

第13回

(Chapter 4) Gender Issues Today: Gender Inequality at Home and in the Workplace Watching a lecture
Short talk: debriefing the content of the lecture
HW: Find gender differences in language usage

第14回

(Chapter 4) Gender Issues Today: Gender and Language Sharing the findings of a survey
HW: Self-assessment of course
LISTENING TEST 2

第15回

Course Review and Summary

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
宿題を期日までに、授業中は積極的な参加を求める。
授業方法
Textbook and listening activities, pair work and group discussions, surveys and interviews, paragraph writing, and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Listening practice and textbook reading assignment (approximately 30 minutes).
Preparation for speaking tasks (approximately 30 minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ Listening tests
レポート
20 ％ Communication jjournal. homework, and reports
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Ongoing assessments (attendance and participation)
その他(備考欄を参照)
30 ％ Discussion and group work
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on assignments and the midterm listening exam is given in class. Feedback on the final examination is given online
through Moodle.
教科書
Academic Encounters, Life in Society 3: Listening and Speaking 語学テキスト,Sanabria, Kim,Cambridge University
Press,2nd,2012,978-1-107-67314-4
教科書コメント
All students are strongly advised to acquire the textbook.
履修上の注意
Note: You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required
to enroll in English Communication I next semester.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
The language of instruction is English.
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods.
The schedule may change according to the needs of the class.

講義コード

U510100110

科目ナンバリング

051H151

科目名

○English CommunicationⅠ

英文科目名

English CommunicationⅠ

担当者名

PARISH， Lori Michele

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 月曜日 ２時限 南１－２０６.第１学期 木曜日 ２時限 南１－２０６

授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation; Discussion Circle Roles; DC #1 Teen's growing up more slowly; Unit 1

第2回

Unit 1 Secret Wishes; DC #2 The world is 0.28% more peaceful

第3回

Unit 1 Secret Wishes; DC #3 Social media 'destroying how society works'

第4回

Unit 2 Change Climate; DC #4 Video of starving polar bear goes viral

第5回

Unit 2 Change Climate; DC #5 Pollution is the world's biggest killer

第6回

Unit 2 Change Climate; Homework check; Unit 3 Unexected Discoveries

第7回

Unit 3 Unexpected Discoveries; DC #6 Man swims to work every day to beat traffic

第8回

Unit 3 Unexpected Discoveries; DC #7 City plans to plant 3 million trees

第9回

Listening Assessment; DC #8 Adidas to make shoes from ocean garbage

第10回

Unit 4 The Business of Style; DC #9 Scientists make self-repairing clothes

第11回

Unit 4 The Business of Style; DC #10 Unusual fashion gets you more respect

第12回

Unit 4 The Business of Style; Discussion Circle Assessment

第13回

Discussion Circle Assessment; Homework check

第14回

Online Workbook Evaluation; Course review

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule divided over two class periods. The schedule may change according to the needs of the
class.
授業方法
Teacher will facilitate pairwork and small group discussions. Students are expected to use only English during discussions and
actively participate in all activities.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Preparation for discussion circles (approx. 30 min. per week); Textbook and online assignments (approx. 60 min. per week)
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Listening Assessment
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Discussion Circle Assessment
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Pair/Group Discussion (10 x 3 points each)
その他(備考欄を参照)
30 ％ Textbook and online homework/Participation
成績評価コメント
A high level of attendance and a good deal of self study are required to excel in this course.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical feedback will be given on discussion circles on a continuous basis; Numerical feedback will be provided one week after
both listening and discussion circle assessments.

教科書
21st Century Communication Level 2, 2A Split Edition w/online workbook (語学テキスト）：21st Century
Communication,Jessica WILLIAMS,National Geographic Learning/Cengage,1,2017,978-1-33-768861-1
教科書コメント
Students are required to purchase the textbook and complete all textbook and online workbook exercises as assigned.
履修上の注意
Note: You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required
to enroll in English Communication I next semester.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。

講義コード

U510100111

科目ナンバリング

051H151

科目名

○English CommunicationⅠ

副題

REPEATER'S course

英文科目名

English CommunicationⅠ

担当者名

UNDERWOOD， James，Michael

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 ２時限 南１－２０２.第２学期 木曜日 ２時限 南１－２０２

授業概要
The aim of the course is to develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking.
Students will use English to understand and respond to content that is relevant to their university life and subsequent academic
work. In small-sized classes, students will engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as
short speeches and leading group discussions which require preparation and rehearsal in advance.
到達目標
Development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to express ideas
and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Topic: Course orientation
Lesson content:
Classroom English
- Introduction to Vocabulary, Reading and listening study
- Explanation of course requirements
- Self-introduction in groups
- Discussion: Topic 1: Foreign Langauges (Unit 1)
- HW: Write Listening and Discussion Language Learning History (LLH), and complete Reading and Listening
assignment 1

第2回

Topic 2: STEM vs, Humanities (Unit 1)
Lesson content:
- Sharing of LLH
- Discussion: STEM vs, Humanities
- HW: Write reflection on topic 1, and complete Reading and Listening assignment 2

第3回

Topic 3: Why go to school (Unit 3) (Reasons for going to university)
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 2
- Discussion: Benefits of going to university
- HW: Write reflection on topic 2, and complete Reading and Listening assignment 3
And prepare for Listening and Discussion test 1

第4回

Listening test / Discussion test 1: On the theme of Topic 1 and 2
- Submit notebooks for grading.
- H/W: Write Listening and Discussion Test Reflection 1
- Prepare for next topic by Reading and Listening assignment 4

第5回

Topic 4: Dependence on Technology (Unit 5)
Lesson content:
- Sharing of Reading and Listening assignment 3
- Discussion: Over Dependence on Technology
- HW: Write reflection on topic 3, and complete Reading and Listening assignment 5

第6回

Topic 5: Technology and Global Challenges (Units 6)
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 5
- Discussion: Solving Global Challenges
- HW: Write reflection on topic 4, and complete Reading and Listening assignment 6
And prepare for Listening and Discussion test 2

第7回

Listening test / Discussion test 2 (on the theme of Topic 3/4)
- Submit notebooks for grading.
- H/W: Write Listening and Discussion Test Reflection 2
- Prepare for next topic by Reading and Listening assignment 7

第8回

Topic 6: Consumerism (Unit 7)
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 7
- Discussion: Sustainable Consumption
- HW: Write reflection on topic 5, and complete Reading and Listening assignment 8

第9回

Topic 7: Corporate Social Responsibility
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 8
- Discussion: Corporate Social Responsibility
- HW: Write reflection on topic 6, and complete Reading and Listening assignment 9

And prepare for Listening and Discussion test 3
第10回

Listening test / Discussion test 3 (on the theme of Topic 4/5)
- Submit notebooks for grading.
- H/W: Write Listening and Discussion Test Reflection 3
- Prepare for next topic by Reading and Listening assignment 10

第11回

Topic 8: Traffic Jam (Environmental Impact of Congestion)
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 10
- Discussion: Environmental impact of Congestion and Solutions
- HW: Write reflection on topic 5, and complete Reading and Listening assignment 11

第12回

Topic 9: Climate Change
Environmental impact of fast food
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 11
- Discussion: Climate change and solutions
- HW: Write reflection on topic 7, and complete Reading and Listening assignment 12

第13回

Listening test / Discussion test 4 (on the theme of Topic 4/5)
- Submit notebooks for grading.
- H/W: Write Listening and Discussion Test Reflection 4
- Complete End of semester Self Evaluation

第14回

Review of course
Lesson content:
- Sharing of Self Evaluation
- Discussion: Autumn Semester Goals, Objectives and plan.

第15回

Course consolation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods.
We aim to cover one topic over 2 lessons, and will have a listening and discussion test after we have completed two topics. The
schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and debates.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Completing the Reading and Listening assignments: 30~45 minutes
Writing the Reflections on the topic: 20~30 minutes.
Preparing for individual presentations (one a semester):1 ~ 2 hours is recommend.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of Notebook which
will be collected four times Written feedback will be given
through comments in the notebook.
小テスト
20 ％ Four Listening tests based on textbook units (4 X 5%)
Feedback will be given in class and online.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ On-going assessment of weekly listening and speaking tasks
Feedback will be given in class and online. Points will be
deducted for excessive use of Japanese to talk about things
not related to the classroom topic, using your phone for non
related tasks, and lates or absences.
その他(備考欄を参照)
30 ％ Four Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics Group leader: (1 X 15%) Group member: (3
X 5%) Feedback will be given in class and online.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive feedback about assignment, examination, report within two weeks after submission.
教科書
Academically Speaking (語学テキスト）,Lo Dico, Shea, Struc Underwood, and Walker,Perceptia Press,2016,9784939130465
教科書コメント
This textbook will be used throughout English Communication 1 and 2. Please read the syllabus carefully as we will not
cover the units sequentially and some units may be skipped.
履修上の注意
Note: You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required
to enroll in English Communication I next semester.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。

Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
Please be aware that as per ISS regulations more than 9 absences will result in a failing grade and that 3 lates are equal to a fail.
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時間割

第１学期 火曜日 ２時限 南１－２０７.第１学期 金曜日 ２時限 南１－２０７

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

1. Course Orientation
Expository vs Argumentative Essays
2. Unit 1, Part 1: Brainstorming and Outlining
Source Evaluation

第2回

1. Unit 1, Part 2: Essay Drafting
Supporting Sentences
2. Logical Argumentation I
Reading Skill I: Skimming

第3回

1. Unit 1, Part 3: Coherence
Unit 3, Part 2: In-text Citations (APA Format)
2. Sentence Structure, Conjunctions, and Transitions
Reading Skill II: Scanning

第4回

1. Unit 3, Part 1: Paraphrasing
2. Unit 3, Part 1: Summarizing

第5回

1. Unit 1, Part 4: Academic Writing Style
2. Logical Argumentation II

第6回

1. Unit 3, Part 2: In-text Citations (APA Format)
2. Plagiarism Detection

第7回

1. Plagiarism Detection
2. Logical Argumentation III
Source Evaluation

第8回

1. Unit 2, Part 1: Compare & Contrast Essays
2. Reading Skill III: Annotating

第9回

1. Essay Outline
2. Thesis Statements - REVIEW

第10回

1. Introductory Paragraphs
2. Creating Motive

第11回

1. Concluding Paragraphs
2. Logical Argumentation IV

第12回

1. Developing Logical Arguments & Analysis
2. In-text Citations Check

第13回

1. Reading Skill IV: Inferencing
2. Introduction to Logical Fallacies

第14回

1. Unit 2, Part 3: Essay Editing
2. Paraphrase and Summary Check

第15回

Course Consolidation

授業方法
Pair and group work, textbook activities, logical argumentation discussions, and reading activities.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately 1-2 hours per week. Students are required to do readings, summaries, vocabulary practice, and writing tasks
outside of class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ Essays of Various Lengths
小テスト
10 ％ Paraphrasing and Summarizing
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Participation and Preparation
その他(備考欄を参照)
20 ％ Reading Assignments
成績評価コメント
Arrive on time for class with your laptop and textbook. Active class participation using English is required. Read the syllabus
carefully and note all assignment deadlines. All assignments will be submitted on Moodle and late submissions will incur a two point
deduction per day (up to a maximum of 40 points). The final research essay is due at the end of the final class. It is not possible to
submit the final research essay late.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given via Moodle on essay drafts and other graded assignments.
教科書
Academic Writing Skills 2 (語学テキスト),P. Chin, Y. Koizumi, S Reid, S. Wray, Y. Yamazaki,Cambridge University Press,
初,2012,978-1107621091
履修上の注意
Note: You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course.
その他
This course is taught and conducted entirely in English. Failure to use English in class will negatively affect the student’s
participation grade. In extreme cases, failure to use English in class will result in the student being marked absent.
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学部 １年～４年

時間割

第１学期 火曜日 ２時限 南１－３０６.第１学期 金曜日 ２時限 南１－３０６

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to the course

第2回

College writing vs high school writing; writing practice

第3回

Unit 1 exercises; writing as a process

第4回

Brainstorming, paragraph 1 outline

第5回

Writing the draft

第6回

Peer review, editing the draft, submitting final draft

第7回

Unit 2 exercises

第8回

Brainstorming ideas for paragraph 2

第9回

Peer review, editing the draft, submitting final draft

第10回

Unit 3 exercises

第11回

Unit 4 exercises; intro to plagiarism

第12回

Writing the draft

第13回

peer review, editing the draft, submitting final draft

第14回

Using sources I (quoting)

第15回

Using sources I (summarizing)

第16回

Midterm test

第17回

Using sources II (how to cite)

第18回

Unit 5 exercises; the academic essay structure

第19回

Thesis statement; essay outline

第20回

Unit 6 exercises; intro paragraph

第21回

Body paragraphs; concluding paragraph

第22回

Reading practice; Reading Test

第23回

Unit 7: The Process Essay

第24回

Final Essay outline

第25回

Writing the draft '(intro paragraph)

第26回

Writing the draft (body paragraphs)

第27回

Writing the draft '(concluding paragraph)

第28回

Peer review, editing the draft (grammar & content)

第29回

Proof reading the draft (formatting; academic tone)

第30回

Review

授業計画コメント
The above schedule may change according to the needs of the class. Check the course's Moodle page regularly for updates.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), pair and group work, discussions, individual and
class research, vocabulary study, and paragraph and essay writing.
使用言語

英語
準備学習（予習・復習）
Students will work individually and in pairs to accomplish the above. Students should plan on spending up to two hours each week
outside of class to complete reading and writing homework and to review for tests.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Summarizing & Quoting Exam, 10%; Reading Skills exam, 10%
レポート
50 ％ 6 writing tasks: 3 paragraphs (5% each), essay outline (5%),
intro paragraph (10%), one 5-paragraph essay with citation
(20%)
小テスト
10 ％ Vocabulary quizzes
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
20 ％ Reading tasks
成績評価コメント
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), pair and group work, discussions, individual and
class research, vocabulary study, and paragraph and essay writing. Students will work individually and in pairs to accomplish the
above. Students should plan on spending at least two hours each week outside of class to complete reading and writing homework
and to review for tests.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Reports 50% - 6 writing tasks: 3 paragraphs (5% each), essay outline (5%), intro paragraph (10%), one 5-paragraph essay with
citation (20%)
Tasks will be returned to students with numerical grades.
教科書
Final Draft 2,J. Bauer, M. B. S. Boyle, S. Stapleton; J. Lambert (Ed.),Cambridge University Press,2016,9781107495395
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授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training
in producing a variety of short writing in an academic style, and acquisition of study skills to help
students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Writing : Introduction to the course / formatting on Word / titles / short-self introduction
Reading : Introduction to the textbook / reading discussion / vocab activities / online resources

第2回

Writing : Brainstorming, ranking/ general v specific /Writing assignment 1 Descriptions outline / HW write draft
writing assignment 1
Reading : Textbook Unit 1 : discussion, vocab, reading activities

第3回

Writing : hand in draft writing assignment 1 / writing assignment 2 Process (expository) outline / HW write draft
writing assignment 2
Reading : Textbook Unit 1 : discussion, vocab, reading activities

第4回

Writing : Editing writing assignment 1 / hand in draft writing assignment 2 / HW write final writing assignment 1
Reading : Textbook Unit 2 : discussion, vocab, reading activities

第5回

Writing : hand in final Essay 1 / Editing writing assignment 2 / HW write final writing assignment 2
Reading : Textbook Unit 2 : discussion, vocab, reading activities

第6回

Writing : hand in final assignment 2 /Writing assignment 3 Response to a Reading outline / HW write draft writing
assignment 3
Reading : Textbook Unit 3 : discussion, vocab, reading activities

第7回

Writing : hand in draft writing tassignment 3 /Writing assignment 4 Opinion I outline / HW write draft Writing
assignment 4
Reading : Textbook Unit 3 : discussion, vocab, reading activities

第8回

Writing : Editing Writing assignment 3 / hand in draft Writing assignment 4 / HW write final Writing assignment3
Reading : Test 1

第9回

Writing : hand in final Writing assignment 3 / editing Writing assignment 4 / HW write final Writing assignment 4
Reading : Textbook Unit 4 : discussion, vocab, reading activities

第10回

Writing : hand in final Writing assignment 4 / Writing assignment 5 Opinion - Citation & Reference+outline / HW
write draft Writing assignment 5
Reading : Textbook Unit 4 : discussion, vocab, reading activities

第11回

Writing : hand in draft Writing assignment 5 / dealing with research, citation & reference problems : review
Reading : Textbook Unit 5 : discussion, vocab, reading activities

第12回

Writing : Editing Writing assignment 5 / HW write final Writing assignment 5
Reading : Textbook Unit 5 : discussion, vocab, reading activities

第13回

Writing : hand in Writing assignment 5 / review of ASI writing skills
Reading Test 2

第14回

Writing : pick up Writing assignment 5 / feedback /
Reading : pick up test / feedback ./

第15回

Course consolidation : summing up
Course consolidation : summing up
Course consolidation : independent research

授業計画コメント
The schedule is subject to change. The teacher will inform students in class of any changes
授業方法
Reading : discussion in pairs, reading and vocabulary from a textbooks,
Writing : teacher handouts, pairwork, writing assignments (draft, edit, final); use of online resources
使用言語

英語
準備学習（予習・復習）
The teacher will explain in class any preparation needed
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ first 4 essays : 10% each / essay 5 20%
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％ 2 reading tests :15% each
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive essay grades with comments, and reading test grades with comments
教科書
Cause and Effect 3 (ELT Textbook)：Redaing and vocabulary development,Ackert, P & Lee, L,Cengage,4th,2005,978-14130-0416-4
履修上の注意
You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course.
You will be required to enroll in Academic Skills I next semester.
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時間割

第１学期 火曜日 ２時限 南１－２０２.第１学期 金曜日 ２時限 南１－２０２

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self-edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Unit 1: Introduction. Plagiarism. Sentences. Writing Descriptive Sentences. Reading: Scanning for Numbers.

第2回

Unit 2: Paragraphs. Writing Descriptive Paragraph 1. Reading: Previewing.

第3回

Unit 3: Paragraph Organization. Writing a Descriptive Paragraph 2, Reading: Skimming.

第4回

Unit 4: The Topic Sentence. Writing an Opinion Paragraph.Reading: Inferences. Paragraph #1 due.

第5回

Unit 5: Supporting Sentences. Writing a Descriptive Paragraph 3. Reading: Main Ideas. Reading Quiz #1.

第6回

Unit 6: Introductory Sentences. Writing a Descriptive Paragraph 4. Reading: Predicting.

第7回

Unit 7: Ordering Events. Writing a Process Paragraph. Reading: Scanning to Predict. Paragraph #2 due.

第8回

Unit 8: Adding Detail. Writing a Narrative Paragraph. Reading: Meaning from Context.

第9回

Unit 9: Concluding Sentences. Writing an Explanatory Paragraph. Reading: Details.

第10回

Unit 10: Introduction to the Essay. Reading: Scanning for Detail. Paragraph #3 due.

第11回

Unit 10: Essay Organization. Writing an Opinion Essay. Reading: Opinions. Reading Quiz #2.

第12回

Writing a Descriptive Essay. Reading: Descriptions.

第13回

Writing an Explanatory Essay. Reading: Model Essay.

第14回

Writing an Explanatory Essay. Reading: New York Times Article. Final Essay Due.

第15回

Review. Course Feedback.

授業方法
Students will work in pairs and groups. Each class will include reading and writing exercises from the textbook and other sources.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to write three paragraph assignments and one essay well as prepare for reading assignments.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ 30% for 3 paragraphs/30% final essay.
小テスト
20 ％ Reading
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20%％ Attendance/Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Late submission of assignments/essay will be subject to a penalty. Plagiarism will result in a grade of "0" for that assignment.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Writing Assignment/essay will be returned with a numerical grade my comments.
教科書
Unlock 2 (語学テキスト),Richard O'Neill,Cambridge,2014,110761407
履修上の注意
You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course. You will be required to enroll in
Academic Skills I next semester.
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第１学期 火曜日 ２時限 南１－１０４.第１学期 金曜日 ２時限 南１－１０４

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to course, short self-introduction writing
Preview Unit 1

第2回

Unit 1 activities, brainstorming ideas, writing outline for paragraph 1, writing the draft

第3回

Peer review and revision, additional reading #1, Unit 1 test, hand in paragraph 1, preview Unit 2

第4回

Unit 2 activities, brainstorming ideas for paragraph 2, writing the outline, plagiarism

第5回

Paragraph 2 draft, peer review and revision

第6回

Unit 2 test, writing 2 due, preview Unit 3

第7回

Unit 3 textbook activities, brainstorming ideas, writing the outline for paragraph #3

第8回

Paragraph #3 peer review and revision, additional reading #2, Unit 3 test, paragraph 3 due, preview Unit 5

第9回

Unit 5 activities, brainstorming ideas for assignment 4, writing the outline and draft using one reference and
citation in APA style

第10回

Writing 4 peer review and revision, additional reading #3, Writing 4 due

第11回

Final essay: brainstorming ideas, choosing sources, writing the outline and draft

第12回

Peer review and revision, additional reading #4

第13回

Final revisions, Unit 5 test

第14回

Final essay due, course review and reflection, self-evaluation

第15回

Course consolidation; Summing up

授業計画コメント
The above schedule may change according to the needs of the class. Check the course's Moodle page regularly for updates.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), pair and group work, discussions, individual and
class research, vocabulary study, and paragraph and essay writing. Students will work individually and in pairs to accomplish the
above.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should plan on spending at least two hours each week outside of class to complete reading and writing homework and to
review for tests.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ 5 writing assignments: 3 paragraphs (10% each), one 5paragraph essay with an outline and one reference and
citation for practice (10%) and a final 5-paragraph essay with
an outline and at least one citation and reference (20%)
小テスト
20 ％ Unit review quizzes (4 x 5%)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
20 ％ Additional readings (4 x 5%)
成績評価コメント

Homework and assignments are due at the beginning of class on the due date. DO NOT be late for class because you are printing
your assignment.
In principle, late assignments and homework will not be accepted after the day they are due. If you anticipate being late for an
assignment, contact the instructor immediately by email or in person. Plagiarized work will result in a grade of zero, without
exception.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Short tests and writing assignments:: numerical grade with written comments. Additional readings: numerical grades based on
accuracy and completeness of answers.
教科書
Final Draft 2 語学テキスト,J. Bauer, M. B. S. Boyle, S. Stapleton; J. Lambert (Ed.),Cambridge University
Press,2016,9781107495395
教科書コメント
Buy a new, unused copy of the text and bring it to the first and every class. Write your name and student # on the inside
cover.
参考文献コメント
ISS Moodle site for this class: http://moodle.iss.gakushuin.ac.jp
Oxford Online Dictionary (https://www.oxforddictionaries.com) An excellent resource for learning new vocabulary and how to
use it, and expanding your existing vocabulary. Download the app on your smartphone and put the icon on your home screen.
Also bookmark the URL on your laptop. and use it every time you want to check an English word.
履修上の注意
You must attend the first class.
Important: You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course. You will be required to
enroll in Academic Skills I next semester.
その他
You must attend the first class and bring your laptop, textbook and other materials to the first and every class. Buy a notebook
for the class and a clear file (A4) for handouts and papers. Write your name and student # and class name on the front of both of
them.
Ask questions about classwork and homework during class so that all students benefit.
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授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to the course

第2回

College writing vs high school writing; writing practice

第3回

Unit 1 exercises; writing as a process

第4回

Brainstorming, paragraph 1 outline

第5回

Writing the draft

第6回

Peer review, editing the draft, submitting final draft

第7回

Unit 2 exercises

第8回

Brainstorming ideas for paragraph 2

第9回

Peer review, editing the draft, submitting final draft

第10回

Unit 3 exercises

第11回

Unit 4 exercises; intro to plagiarism

第12回

Writing the draft

第13回

peer review, editing the draft, submitting final draft

第14回

Using sources I (quoting)

第15回

Using sources I (summarizing)

第16回

Midterm test

第17回

Using sources II (how to cite)

第18回

Unit 5 exercises; the academic essay structure

第19回

Thesis statement; essay outline

第20回

Unit 6 exercises; intro paragraph

第21回

Body paragraphs; concluding paragraph

第22回

Reading practice; Reading Test

第23回

Unit 7: The Process Essay

第24回

Final Essay outline

第25回

Writing the draft '(intro paragraph)

第26回

Writing the draft (body paragraphs)

第27回

Writing the draft '(concluding paragraph)

第28回

Peer review, editing the draft (grammar & content)

第29回

Proof reading the draft (formatting; academic tone)

第30回

Review

授業計画コメント
The above schedule may change according to the needs of the class. Check the course's Moodle page regularly for updates.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), pair and group work, discussions, individual and
class research, vocabulary study, and paragraph and essay writing.
使用言語

英語
準備学習（予習・復習）
Students will work individually and in pairs to accomplish the above. Students should plan on spending up to two hours each week
outside of class to complete reading and writing homework and to review for tests.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Summarizing & Quoting Exam, 10%; Reading Skills exam, 10%
レポート
50 ％ 6 writing tasks: 3 paragraphs (5% each), essay outline (5%),
intro paragraph (10%), one 5-paragraph essay with citation
(20%)
小テスト
10 ％ Vocabulary quizzes
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
20 ％ Reading tasks
成績評価コメント
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), pair and group work, discussions, individual and
class research, vocabulary study, and paragraph and essay writing. Students will work individually and in pairs to accomplish the
above. Students should plan on spending at least two hours each week outside of class to complete reading and writing homework
and to review for tests.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Reports 50% - 6 writing tasks: 3 paragraphs (5% each), essay outline (5%), intro paragraph (10%), one 5-paragraph essay with
citation (20%)
教科書
Final Draft 2語学テクスト,J. Bauer, M. B. S. Boyle, S. Stapleton; J. Lambert (Ed.),Cambridge University
Press,2016,9781107495395
履修上の注意
You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course. You will be required to enroll in
Academic Skills I next semester.

講義コード

U510102107

科目ナンバリング

051H152

科目名

○Academic SkillsⅠ

英文科目名

Academic SkillsⅠ

担当者名

笹沼 塩美

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－１０１.第１学期 金曜日 １時限 南１－１０１

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to course, class plan, purpose, term paper, self-introduction ＆ preview of Unit 1

第2回

Unit 1 activities, creating an outline of draft, logic flow, brain storming & writing a draft of paragraph 1

第3回

Peer review, revision, Unit 1 test, additional reading material #1 & the preview of Unit 2

第4回

Unit 2 activities, brain storming, creating an outline of paragraph #2 & plagiarism

第5回

Peer review, revision, Unit 2 test, additional reading material #2 & the preview of Unit 3

第6回

Unit 3 activities, brain storming, creating an outline of essay #1 & logic development

第7回

Feedback of the outline, comment, finding references & creating a reference list for essay #1

第8回

Peer review, revision, submission, Unit 3 test, additional reading material #3 & the preview of Unit 5

第9回

Unit 5 activities, the feedback of academic writing, citation & reference list in APA style

第10回

Peer review, revision, Unit 5 test, additional reading material #4 & summary writing

第11回

Feedback & comment, revision, additional reading material #5 & summary writing

第12回

Creating an outline for final essay, brain storming, discussion & reference copies

第13回

Peer review, revision, inclusion of graph and data & reference list

第14回

Feedback, comment, revision, final submission & summary writing

第15回

Course evaluation & grade

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class. The instructor will keep you informed at any changes.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), guidance, pair and group work, discussions,
paragraph and essay writing.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to study at home for up to two hours each week for class assignments and writing.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ Writing assignments (1 essay: 20% & 3 paragraph writings,
30%)
小テスト
20 ％ Unit review quizzes (4 quizzes x 5%)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Attitude, attendance & participation
その他(備考欄を参照)
20 ％ Summary for reading materials (4 articles x 5%)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The assignments submitted to the instructor are to be returned in the following class as soon as she gave comments.
教科書
Final Draft 2語学てクスト,Bauer, Boyle ＆ Stapleton: Lambert (Ed.),Cambridge University Press,2016,9781107495395
教科書コメント

Make sure to purchase a brand new textbook from the bookstore before the course begins.
履修上の注意
You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course. You will be required to enroll in
Academic Skills I next semester. 第1回目の授業に必ず出席のこと｡ For the very first class make sure to bring your 1) textbook,
2) clear file for handouts with 30 pockets, 3) A4 notebook, 4) dictionaries.
その他
Students should have a backup file in electronic form as soon as they completed their homework, so make sure to save it to a
USB or send it to own email account carefully. The instructor may occasionally ask students to submit homework in electronic
form. On-time submission of homework assignment is the MUST. Place your typed assignment on the desk in front of the
instructor before each class begins.

講義コード

U510102108

科目ナンバリング

051H152

科目名

○Academic SkillsⅠ

英文科目名

Academic SkillsⅠ

担当者名

PELLEGRINI， Christopher C

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－２０７.第１学期 金曜日 １時限 南１－２０７

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

1. Course Orientation
Expository vs Argumentative Essays
2. Unit 1, Part 1: Brainstorming and Outlining
Source Evaluation

第2回

1. Unit 1, Part 2: Essay Drafting
Supporting Sentences
2. Logical Argumentation I
Reading Skill I: Skimming

第3回

1. Unit 1, Part 3: Coherence
Unit 3, Part 2: In-text Citations (APA Format)
2. Sentence Structure, Conjunctions, and Transitions
Reading Skill II: Scanning

第4回

1. Unit 3, Part 1: Paraphrasing
2. Unit 3, Part 1: Summarizing

第5回

1. Unit 1, Part 4: Academic Writing Style
2. Logical Argumentation II

第6回

1. Unit 3, Part 2: In-text Citations (APA Format)
2. Plagiarism Detection

第7回

1. Plagiarism Detection
2. Logical Argumentation III
Source Evaluation

第8回

1. Unit 2, Part 1: Compare & Contrast Essays
2. Reading Skill III: Annotating

第9回

1. Essay Outline
2. Thesis Statements - REVIEW

第10回

1. Introductory Paragraphs
2. Creating Motive

第11回

1. Concluding Paragraphs
2. Logical Argumentation IV

第12回

1. Developing Logical Arguments & Analysis
2. In-text Citations Check

第13回

1. Reading Skill IV: Inferencing
2. Introduction to Logical Fallacies

第14回

1. Unit 2, Part 3: Essay Editing
2. Paraphrase and Summary Check

第15回

Course Consolidation

授業方法
Pair and group work, textbook activities, logical argumentation discussions, and reading activities.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately 1-2 hours per week. Students are required to do readings, summaries, vocabulary practice, and writing tasks
outside of class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ Essays of Various Lengths
小テスト
10 ％ Paraphrasing and Summarizing
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Participation and Preparation
その他(備考欄を参照)
20 ％ Reading Assignments
成績評価コメント
arrive on time for class with your laptop and textbook. Active class participation using English is required. Read the syllabus
carefully and note all assignment deadlines.
All assignments will be submitted on Moodle and late submissions will incur a two point deduction per day (up to a maximum of 40
points). The final research essay is due at the end of the final class. It is not possible to submit the final research essay late.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given via Moodle on essay drafts and other graded assignments.
教科書
Academic Writing Skills 2 (語学テキスト),P. Chin, Y. Koizumi, S Reid, S. Wray, Y. Yamazaki,Cambridge University Press,
初,2012,978-1107621091
履修上の注意
Note: You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course.
その他
This course is taught and conducted entirely in English. Failure to use English in class will negatively affect the student’s
participation grade. In extreme cases, failure to
use English in class will result in the student being marked absent.

講義コード

U510102109

科目ナンバリング

051H152

科目名

○Academic SkillsⅠ

英文科目名

Academic SkillsⅠ

担当者名

MAGGS， Andrew John

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－２０４.第１学期 金曜日 １時限 南１－２０４

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training
in producing a variety of short writing in an academic style, and acquisition of study skills to help
students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Writing : Introduction to the course / formatting on Word / titles / short-self introduction
Reading : Introduction to the textbook / reading discussion / vocab activities / online resources

第2回

Writing : Brainstorming, ranking/ general v specific /Writing assignment 1 Descriptions outline / HW write draft
writing assignment 1
Reading : Textbook Unit 1 : discussion, vocab, reading activities

第3回

Writing : hand in draft writing assignment 1 / writing assignment 2 Process (expository) outline / HW write draft
writing assignment 2
Reading : Textbook Unit 1 : discussion, vocab, reading activities

第4回

Writing : Editing writing assignment 1 / hand in draft writing assignment 2 / HW write final writing assignment 1
Reading : Textbook Unit 2 : discussion, vocab, reading activities

第5回

Writing : hand in final Essay 1 / Editing writing assignment 2 / HW write final writing assignment 2
Reading : Textbook Unit 2 : discussion, vocab, reading activities

第6回

Writing : hand in final assignment 2 /Writing assignment 3 Response to a Reading outline / HW write draft writing
assignment 3
Reading : Textbook Unit 3 : discussion, vocab, reading activities

第7回

Writing : hand in draft writing tassignment 3 /Writing assignment 4 Opinion I outline / HW write draft Writing
assignment 4
Reading : Textbook Unit 3 : discussion, vocab, reading activities

第8回

Writing : Editing Writing assignment 3 / hand in draft Writing assignment 4 / HW write final Writing assignment3
Reading : Test 1

第9回

Writing : hand in final Writing assignment 3 / editing Writing assignment 4 / HW write final Writing assignment 4
Reading : Textbook Unit 4 : discussion, vocab, reading activities

第10回

Writing : hand in final Writing assignment 4 / Writing assignment 5 Opinion - Citation & Reference+outline / HW
write draft Writing assignment 5
Reading : Textbook Unit 4 : discussion, vocab, reading activities

第11回

Writing : hand in draft Writing assignment 5 / dealing with research, citation & reference problems : review
Reading : Textbook Unit 5 : discussion, vocab, reading activities

第12回

Writing : Editing Writing assignment 5 / HW write final Writing assignment 5
Reading : Textbook Unit 5 : discussion, vocab, reading activities

第13回

Writing : hand in Writing assignment 5 / review of ASI writing skills
Reading Test 2

第14回

Writing : pick up Writing assignment 5 / feedback /
Reading : pick up test / feedback ./

第15回

Course consolidation : summing up
Course consolidation : summing up
Course consolidation : independent research

授業計画コメント
The schedule is subject to change. The teacher will inform students in class of any changes
授業方法
Reading : discussion in pairs, reading and vocabulary from a textbooks,
Writing : teacher handouts, pairwork, writing assignments (draft, edit, final); use of online resources
使用言語

英語
準備学習（予習・復習）
The teacher will explain in class any preparation needed
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ first 4 essays : 10% each / essay 5 20%
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％ 2 reading tests :15% each
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive essay grades with comments, and reading test grades with comments
教科書
Cause and Effect 3 (語学テクスト：Reading and vocabulary development,Ackert, P & Lee, L,Cengage,4th,2005,978-1-41300416-4
履修上の注意
You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course.
You will be required to enroll in Academic Skills I next semester.

講義コード

U510102110

科目ナンバリング

051H152

科目名

○Academic SkillsⅠ

英文科目名

Academic SkillsⅠ

担当者名

SPIVAK, Robert James

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－２０２.第１学期 金曜日 １時限 南１－２０２

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Unit 1: Introduction. Plagiarism. Sentences. Writing Descriptive Sentences. Reading: Scanning for Numbers.

第2回

Unit 2: Paragraphs. Writing Descriptive Paragraph 1. Reading: Previewing.

第3回

Unit 3: Paragraph Organization. Writing a Descriptive Paragraph 2, Reading: Skimming.

第4回

Unit 4: The Topic Sentence. Writing an Opinion Paragraph.Reading: Inferences. Paragraph #1 due.

第5回

Unit 5: Supporting Sentences. Writing a Descriptive Paragraph 3. Reading: Main Ideas. Reading Quiz #1.

第6回

Unit 6: Introductory Sentences. Writing a Descriptive Paragraph 4. Reading: Predicting.

第7回

Unit 7: Ordering Events. Writing a Process Paragraph. Reading: Scanning to Predict. Paragraph #2 due.

第8回

Unit 8: Adding Detail. Writing a Narrative Paragraph. Reading: Meaning from Context.

第9回

Unit 9: Concluding Sentences. Writing an Explanatory Paragraph. Reading: Details.

第10回

Unit 10: Introduction to the Essay. Reading: Scanning for Detail. Paragraph #3 due.

第11回

Unit 10: Essay Organization. Writing an Opinion Essay. Reading: Opinions. Reading Quiz #2.

第12回

Writing a Descriptive Essay. Reading: Descriptions.

第13回

Writing an Explanatory Essay. Reading: Model Essay.

第14回

Writing an Explanatory Essay. Reading: New York Times Article. Final Essay Due.

第15回

Review. Course Feedback.

授業方法
Students will work in pairs and groups. Each class will include reading and writing exercises from the textbook and other sources.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to write three paragraph assignments and one essay well as prepare for reading assignments.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ 30% for 3 paragraphs/30% final essay.
小テスト
20 ％ Reading
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20%％ Attendance/Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Late submission of assignments/essay will be subject to a penalty. Plagiarism will result in a grade of "0" for that assignment.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Writing Assignment/essay will be returned with a numerical grade and my comments.
教科書
Unlock 2 (語学テキスト),Richard O'Neill,Cambridge,2014,110761407
履修上の注意
You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course. You will be required to enroll in
Academic Skills I next semester.

講義コード

U510102111

科目ナンバリング

051H152

科目名

○Academic SkillsⅠ

英文科目名

Academic SkillsⅠ

担当者名

笹沼 塩美

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 ２時限 南１－１０１.第２学期 金曜日 ２時限 南１－１０１

授業概要
Students will develop their reading and writing skills. To assist in both areas, they will study academic vocabulary and expressions.
They will learn and practice different ways of reading, researching, organizing, and writing information and ideas. They will learn
how to self edit and peer edit their work. The underlying principle of the course is to help students become more proficient in
academic language use. Students will be required to practice these skills in class and on their own.
到達目標
Development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, training in producing a variety of short writing
in an academic style, and acquisition of study skills to help students become more proficient in academic language use.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to course, class plan, purpose, term paper, self-introduction ＆ preview of Unit 1

第2回

Unit 1 activities, creating an outline of draft, logic flow, brain storming & writing a draft of paragraph 1

第3回

Peer review, revision, Unit 1 test, additional reading material #1 & the preview of Unit 2

第4回

Unit 2 activities, brain storming, creating an outline of paragraph #2 & plagiarism

第5回

Peer review, revision, Unit 2 test, additional reading material #2 & the preview of Unit 3

第6回

Unit 3 activities, brain storming, creating an outline of essay #1 & logic development

第7回

Feedback of the outline, comment, finding references & creating a reference list for essay #1

第8回

Peer review, revision, submission, Unit 3 test, additional reading material #3 & the preview of Unit 5

第9回

Unit 5 activities, the feedback of academic writing, citation & reference list in APA style

第10回

Peer review, revision, Unit 5 test, additional reading material #4 & summary writing

第11回

Feedback & comment, revision, additional reading material #5 & summary writing

第12回

Creating an outline for final essay, brain storming, discussion & reference copies

第13回

Peer review, revision, inclusion of graph and data & reference list

第14回

Feedback, comment, revision, final submission & summary writing

第15回

Course evaluation & grade

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class. The instructor will keep you informed at any changes.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), guidance, pair and group work, discussions,
paragraph and essay writing.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to study at home for up to two hours each week for class assignments and writing.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ Writing assignments (1 essay: 20% & 3 paragraph writings,
30%)
小テスト
20 ％ Unit review quizzes (4 quizzes x 5%)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Attitude, attendance & participation
その他(備考欄を参照)
20 ％ Summary for reading materials (4 articles x 5%)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The assignments submitted to the instructor are to be returned in the following class as soon as she gave comments.
教科書
Final Draft 2語学てクスト,Bauer, Boyle ＆ Stapleton: Lambert (Ed.),Cambridge University Press,2016,9781107495395
教科書コメント

Make sure to purchase a brand new textbook from the bookstore before the course begins.
履修上の注意
You will not be able to take Academic Skills II unless you successfully complete this course. You will be required to enroll in
Academic Skills I next semester. 第1回目の授業に必ず出席のこと｡ For the very first class make sure to bring your 1) textbook,
2) clear file for handouts with 30 pockets, 3) A4 notebook, 4) dictionaries.
その他
Students should have a backup file in electronic form as soon as they completed their homework, so make sure to save it to a
USB or send it to own email account carefully. The instructor may occasionally ask students to submit homework in electronic
form. On-time submission of homework assignment is the MUST. Place your typed assignment on the desk in front of the
instructor before each class begins.

講義コード

U510104101

科目名

PresentationⅠ

副題

Japanese Culture

英文科目名

PresentationⅠ

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 １時限 南１－２０３

科目ナンバリング

051H153

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
In this class, students will reflect, discuss, and make presentations on various aspects of Japanese cultural experiences. In doing so, they will
learn basic English presentation skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to make effective presentations. They will also learn
how to gather textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet and other resources, and they will also
understand the processes to put the different ingredients together to make meaningful presentations for audiences interested in social science.

到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences．This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences．This course will also
enable students to become aware of diverse aspects of Japanese cultures.

第2回

Presentation development: “The most memorable Japanese cultural event in my life” #2
- Speaking rate

第3回

Presentation development: “The most memorable Japanese cultural event in my life” #3
- Cue cards
- Being a productive audience and writing constructive feedbacks

第4回

The first presentation: “The most memorable Japanese cultural event in my life”
- Presentation and peer-evaluation

第5回

A review on and self-evaluation of the 1st presentation
Presentation development: “Folktales and children’s stories: Japanese cultural values and meanings” #1
-Introduction to the PREP method

第6回

Presentation development: “Folktales and children’s stories: Japanese cultural values and meanings” #2
-Introduction to the notion of “culture”
-Writing a script

第7回

Presentation development: “Folktales and children’s stories: Japanese cultural values and meanings” #3
-Making power point slides

第8回

The 2nd presentation: “Folktales and children’s stories: Japanese cultural values and meanings”
- Presentation and peer-evaluation

第9回

A review on and self-evaluation of the 2nd presentation
“Trad Japan: Japanese culture and my experience” #1
- Presentation for academic audiences

第10回

Presentation development: “Trad Japan: Japanese culture and meanings” #2
-“Trad Japan” transcript and writing a script

第11回

Presentation development: “Trad Japan: Japanese culture and my experience” #3
-Telling a story on one topic from “Trad Japan”
-Final presentation preparation & rehearsal
- Finalizing script and power point slides

第12回

Final Presentation (Day 1): “Trad Japan: Japanese culture and my experience”
- Presentation and peer-evaluation

第13回

Final Presentation (Day 2): “Trad Japan: Japanese culture and my experience”
- Presentation and peer-evaluation

第14回

Final Presentation (Day 3): “Trad Japan: Japanese culture and my experience”
- Self-evaluation
-Extra-point activities
-Make-up opportunities

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法

授業方法
Active learning methods, including flipped learning (watching video and reading in advance), pair work, and group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading, and watching a short DVD, and preparing presentation
materials) each week. The time required to complete homework and preparation depends on individuals (approximately sixty
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ 5 minute individual presentation, in which individual
performance is evaluated. Delivery, performance, and
content
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Presentation development: Research, material preparation,
and online-posts, including forum discussions.
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ One-minute paper (filled at the end of each class); and class
activities and contribution, including group work, providing
feedback, and asking questions
その他(備考欄を参照)
40 ％ Two 3 to 4-minute presentations: Delivery (e.g., power
point slides and performance) and content (e.g., script and
appropriateness)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
General feedback will be given in class and individual students will be given report cards with evaluation and feedback
参考文献
ネイティブ発音トレーニング：英語力ゼロの私がハリウッド俳優になれた,ケン・ケンセイ,日本実業出版社,978-4-534-05161-5
トラッドジャパン DVD Vol. 1-6,NHKエデュケーショナル,日本放送出版協会（NHK出版）
英語で伝えたいふつうの日本,江口裕之 ＆ステュウット・ヴァーナム−アットキン,株式会社DHC,978-4-88724-519-8
英語で伝えたいいつもの日本,江口裕之 ＆ステュウット・ヴァーナム−アットキン,株式会社DHC,978-4-88724-564-8
その他
Bring your laptop to the class every week. You may be required to use a device with a video-recording function (e.g.
smartphone, tables/laptop with a camera). There may be schedule changes due to guest speaker(s) availability and/or room
availability for video-taping
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences. This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
What is a presentation?
Importance of Posture and Eye contact for communication
Self-introduction

第2回

Using voice effectively (tone, volume, intonation)
Presentation structure: Introduction, Body, and Conclusion
Brainstorming for Short Presentation 1: Traditional entertainment, customs or food

第3回

Short presentation 1-1 (3-minute speech with visuals)
Structure of presentation (introduction, body, and closing)
Guidelines for acknowledging the source of the visuals

第4回

Short presentation 1-2
Recording and watching your and others’ presentation
HW: Finalize and practice the presentation.

第5回

Short presentation 1-3
Presentation, self/peer-evaluation, and reflection
HW: Finding a topic for Short Presentation 2.

第6回

Short presentation 2-1 (5-minute pair presentation with slides): Contemporary entertainment, customs or food
Presentation as a story
Importance of opening

第7回

Short presentation 2-2
Writing the script
Group consultation
HW: Editing the presentation

第8回

Short presentation 2-3
Group Consultation
Rehearsal with another group (support group) – tell your story!
Giving each other critical feedback

第9回

Short presentation 2-4
Presentation, self/peer-evaluation, and reflection
HW: Finding a topic and resources for Final Presentation

第10回

Final Presentation-1 (6-minute individual presentation):
Topics to be approved by the instructor
Structure of the presentation

第11回

Final Presentation-2
Keeping the audience in mind: The impact of opening
Useful expressions (transitions)

第12回

Final Presentation-3 Rehearsal

第13回

Final Presentations Day 1 (First half)
Presentation and peer/self-evaluation

第14回

Final Presentations Day 2 (Second half)
Presentation and peer/self-evaluation

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント

Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法
Flipped learning (watching video and reading in advance), Pair-work, Group-work
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Final Presentation
学年末試験(第2学期)
中間テスト
40 ％ Two hort Presentations
レポート
20 ％ Presentation Development
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Class Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Final Presentation: 5 to 6-minute individual presentation in the final two weeks (Delivery 10% Content 10%） Short Presentations：
（TWO 3 to 5-minute speeches/presentations Delivery 30% Content 10% (one individual + one pair/group)） Presentation
Development: On-going assessment of the material preparation and presentation practice, class participation, and contribution to
the support groups. Class participation: : In class activities, particularly as an audience providing feedback and asking questions.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Participation: General feedback will be given in class with examples.
Final presentation: Feedback for each presentation will be sent to each student.
Short presentations: Written feedback for each presentation will be given individually.
Presentation Development: Written feedback for each presentation will be given individually.
教科書コメント
No textbook required. Materials will be provided in class.
その他
Please bring your laptop to the class every week. For practice, you are required to use a device with a video-recording function
(e.g. smartphone, tables/laptop with a camera).
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences. This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
What is a presentation?
Importance of Posture and Eye contact for communication
Self-introduction

第2回

Using voice effectively (tone, volume, intonation)
Presentation structure: Introduction, Body, and Conclusion
Brainstorming for Short Presentation 1: Traditional entertainment, customs or food

第3回

Short presentation 1-1 (3-minute speech with visuals)
Structure of presentation (introduction, body, and closing)
Guidelines for acknowledging the source of the visuals

第4回

Short presentation 1-2
Recording and watching your and others’ presentation
HW: Finalize and practice the presentation.

第5回

Short presentation 1-3
Presentation, self/peer-evaluation, and reflection
HW: Finding a topic for Short Presentation 2.

第6回

Short presentation 2-1 (5-minute pair presentation with slides): Contemporary entertainment, customs or food
Presentation as a story
Importance of opening

第7回

Short presentation 2-2
Writing the script
Group consultation
HW: Editing the presentation

第8回

Short presentation 2-3
Group Consultation
Rehearsal with another group (support group) – tell your story!
Giving each other critical feedback

第9回

Short presentation 2-4
Presentation, self/peer-evaluation, and reflection
HW: Finding a topic and resources for Final Presentation

第10回

Final Presentation-1 (6-minute individual presentation):
Topics to be approved by the instructor
Structure of the presentation

第11回

Final Presentation-2
Keeping the audience in mind: The impact of opening
Useful expressions (transitions)

第12回

Final Presentation-3 Rehearsal

第13回

Final Presentations Day 1 (First half)
Presentation and peer/self-evaluation

第14回

Final Presentations Day 2 (Second half)
Presentation and peer/self-evaluation

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント

Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法
Flipped learning (watching video and reading in advance), Pair-work, Group-work
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Final Presentation
学年末試験(第2学期)
中間テスト
40 ％ Two Short Presentations
レポート
20 ％ Presentation Development
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Class Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Final Presentation: 5 to 6-minute individual presentation in the final two weeks (Delivery 10% Content 10%） Short Presentations：
（TWO 3 to 5-minute speeches/presentations Delivery 30% Content 10% (one individual + one pair/group)） Presentation
Development: On-going assessment of the material preparation and presentation practice, class participation, and contribution to
the support groups. Class participation: : In class activities, particularly as an audience providing feedback and asking questions.
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
being late, send the instructor an email message before the assignment is due. If it is a very good reason work may be accepted
without penalty.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Participation: General feedback will be given in class with examples.
Final presentation: Feedback for each presentation will be sent to each student.
Short presentations: Written feedback for each presentation will be given individually.
Presentation Development: Written feedback for each presentation will be given individually.
教科書コメント
No textbook required. Materials will be provided in class.
その他
Please bring your laptop to the class every week. For practice, you are required to use a device with a video-recording function
(e.g. smartphone, tables/laptop with a camera).
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences. This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction. Course outlines. Discussion of students' academic goals/interests. Paired introductions.

第2回

Preparing for public speaking. Choosing and researching suitable topics for oral presentation.

第3回

Preparing for public speaking. Choosing and researching suitable topics for oral presentation.

第4回

Preparing for public speaking. Choosing and researching suitable topics for oral presentation.

第5回

First short oral presentations (1).

第6回

First short oral presentations (2).

第7回

Teacher provides individual feedback on first short oral presentations. Students nominate second short
presentation topics.

第8回

Second short oral presentations (1).

第9回

Second short oral presentations (2).

第10回

Teacher provides individual feedback on second oral presentations. Public speaking: strategies for using analysis
in presentations. Students nominate topics for final presentations.

第11回

Final analytical presentations (1).

第12回

Final analytical presentations (2).

第13回

Final analytical presentations (3).

第14回

Teacher provides individual feedback on analytical presentations. Review of course objectives.

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業方法
Classes will be conducted in English and will comprise a mixture of lectures, discussions, and student presentations. The emphasis
will be on participation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions and group work. Students will also need
at least one hour per week for research outside of class time.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％
その他(備考欄を参照)
80 ％ Students will make three oral presentations.
成績評価コメント
Evaluations will be based on research, class participation, two short expository oral presentations (of approximately 8-10 minutes,
in English) and one longer analytical oral presentation (of approximately 12-15 minutes, in English).
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

Students will receive verbal and written feedback from me and will also receive peer reviews.
教科書コメント
No text book is required. Handouts will be provided as needed.
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences．This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Introduction and the Physical Message

第2回

Using Gestures

第3回

Voice Inflection

第4回

Poster Presentation Preparation

第5回

Presentation Practice

第6回

Poster Presentations

第7回

The Speech Introduction

第8回

The Body

第9回

Transitions and Sequencers

第10回

The Conclusion

第11回

The Visual Message

第12回

Presentation Practice

第13回

Individual Presentations I

第14回

Individual presentations II

第15回

Wrap-up

授業方法
Collaborative learning
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching short videos and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes). 毎週宿題と準備学習が課せられる（インターネットによるリサーチ、リーディング、ビデオ視聴、プレゼンテーションの準備な
ど）。必要時間は個人にもよるが最低６０分程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
40 ％ TWO 3 to 5-minute speeches/presentations Delivery 30%
Content 10% (one individual + one pair/group)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ In class activities, particularly as an audience providing
feedback and asking questions.
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ In class activities, particularly as an audience providing
feedback and asking questions.
その他(備考欄を参照)
20 ％ 5 to 6-minute individual presentation in the final two weeks
Delivery 10% Content 10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on assignments will be given in class when possible, or via Moodle when time does not allow.

教科書
Speaking of Speech,Harrington and LeBeau,Macmillan,978-4-7773-6271-4
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences．This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences．This course will also
enable students to become aware of diverse aspects of Japanese cultures.

第2回

Presentation development: “The most memorable Japanese cultural event in my life” #2
- Speaking rate

第3回

Presentation development: “The most memorable Japanese cultural event in my life” #3
- Cue cards
- Being a productive audience and writing constructive feedbacks

第4回

The first presentation: “The most memorable Japanese cultural event in my life”
- Presentation and peer-evaluation

第5回

A review on and self-evaluation of the 1st presentation
Presentation development: “Folktales and children’s stories: Japanese cultural values and meanings” #1
-Introduction to the PREP method

第6回

Presentation development: “Folktales and children’s stories: Japanese cultural values and meanings” #2
-Introduction to the notion of “culture”
-Writing a script

第7回

Presentation development: “Folktales and children’s stories: Japanese cultural values and meanings” #3
-Making power point slides

第8回

The 2nd presentation: “Folktales and children’s stories: Japanese cultural values and meanings”
- Presentation and peer-evaluation

第9回

A review on and self-evaluation of the 2nd presentation
“Trad Japan: Japanese culture and my experience” #1
- Presentation for academic audiences

第10回

Presentation development: “Trad Japan: Japanese culture and meanings” #2
-“Trad Japan” transcript and writing a script

第11回

Presentation development: “Trad Japan: Japanese culture and my experience” #3
-Telling a story on one topic from “Trad Japan”
-Final presentation preparation & rehearsal
- Finalizing script and power point slides

第12回

Final Presentation (Day 1): “Trad Japan: Japanese culture and my experience”
- Presentation and peer-evaluation

第13回

Final Presentation (Day 2): “Trad Japan: Japanese culture and my experience”
- Presentation and peer-evaluation

第14回

Final Presentation (Day 3): “Trad Japan: Japanese culture and my experience”
- Self-evaluation
-Extra-point activities
-Make-up opportunities

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法

授業方法
Active learning methods, including flipped learning (watching video and reading in advance), pair work, and group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading, and watching a short DVD, and preparing presentation
materials) each week. The time required to complete homework and preparation depends on individuals (approximately sixty
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ 5 minute individual presentation, in which individual
performance is evaluated. Delivery, performance, and
content
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Presentation development: Research, material preparation,
and online-posts, including forum discussions.
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ One-minute paper (filled at the end of each class); and class
activities and contribution, including group work, providing
feedback, and asking questions
その他(備考欄を参照)
40 ％ Two 3 to 4-minute presentations: Delivery (e.g., power
point slides and performance) and content (e.g., script and
appropriateness)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
General feedback will be given in class and individual students will be given report cards with evaluation and feedback
参考文献
ネイティブ発音トレーニング：英語力ゼロの私がハリウッド俳優になれた,ケン・ケンセイ,日本実業出版社,978-4-534-05161-5
トラッドジャパン DVD Vol. 1-6,NHKエデュケーショナル,日本放送出版協会（NHK出版）
英語で伝えたいふつうの日本,江口裕之 ＆ステュウット・ヴァーナム−アットキン,株式会社DHC,978-4-88724-519-8
英語で伝えたいいつもの日本,江口裕之 ＆ステュウット・ヴァーナム−アットキン,株式会社DHC,978-4-88724-564-8
その他
Bring your laptop to the class every week. You may be required to use a device with a video-recording function (e.g.
smartphone, tables/laptop with a camera). There may be schedule changes due to guest speaker(s) availability and/or room
availability for video-taping
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences. This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction. Course outlines. Discussion of students' academic goals/interests. Paired introductions.

第2回

Preparing for public speaking. Choosing and researching suitable topics for oral presentation.

第3回

Preparing for public speaking. Choosing and researching suitable topics for oral presentation.

第4回

Preparing for public speaking. Choosing and researching suitable topics for oral presentation.

第5回

First short oral presentations (1).

第6回

First short oral presentations (2).

第7回

Teacher provides individual feedback on first short oral presentations. Students nominate second short
presentation topics.

第8回

Second short oral presentations (1).

第9回

Second short oral presentations (2).

第10回

Teacher provides individual feedback on second oral presentations. Public speaking: strategies for using analysis
in presentations. Students nominate topics for final presentations.

第11回

Final analytical presentations (1).

第12回

Final analytical presentations (2).

第13回

Final analytical presentations (3).

第14回

Teacher provides individual feedback on analytical presentations. Review of course objectives.

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業方法
Classes will be conducted in English and will comprise a mixture of lectures, discussions, and student presentations. The emphasis
will be on participation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions and group work. Students will also need
at least one hour per week for research outside of class time.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％
その他(備考欄を参照)
80 ％ Students will make three oral presentations.
成績評価コメント
Evaluations will be based on research, class participation, two short expository oral presentations (of approximately 8-10 minutes,
in English) and one longer analytical oral presentation (of approximately 12-15 minutes, in English).
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

Students will receive verbal and written feedback from me and will also receive peer reviews.
教科書コメント
No text book is required. Handouts will be provided as needed.
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences. This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
What is a presentation?
Importance of Posture and Eye contact for communication
Self-introduction

第2回

Using voice effectively (tone, volume, intonation)
Presentation structure: Introduction, Body, and Conclusion
Brainstorming for Short Presentation 1: Traditional entertainment, customs or food

第3回

Short presentation 1-1 (3-minute speech with visuals)
Structure of presentation (introduction, body, and closing)
Guidelines for acknowledging the source of the visuals

第4回

Short presentation 1-2
Recording and watching your and others’ presentation
HW: Finalize and practice the presentation.

第5回

Short presentation 1-3
Presentation, self/peer-evaluation, and reflection
HW: Finding a topic for Short Presentation 2.

第6回

Short presentation 2-1 (5-minute pair presentation with slides): Contemporary entertainment, customs or food
Presentation as a story
Importance of opening

第7回

Short presentation 2-2
Writing the script
Group consultation
HW: Editing the presentation

第8回

Short presentation 2-3
Group Consultation
Rehearsal with another group (support group) – tell your story!
Giving each other critical feedback

第9回

Short presentation 2-4
Presentation, self/peer-evaluation, and reflection
HW: Finding a topic and resources for Final Presentation

第10回

Final Presentation-1 (6-minute individual presentation):
Topics to be approved by the instructor
Structure of the presentation

第11回

Final Presentation-2
Keeping the audience in mind: The impact of opening
Useful expressions (transitions)

第12回

Final Presentation-3 Rehearsal

第13回

Final Presentations Day 1 (First half)
Presentation and peer/self-evaluation

第14回

Final Presentations Day 2 (Second half)
Presentation and peer/self-evaluation

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント

Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法
Flipped learning (watching video and reading in advance), Pair-work, Group-work
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Final Presentation
学年末試験(第2学期)
中間テスト
40 ％ Two hort Presentations
レポート
20 ％ Presentation Development
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Class Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Final Presentation: 5 to 6-minute individual presentation in the final two weeks (Delivery 10% Content 10%） Short Presentations：
（TWO 3 to 5-minute speeches/presentations Delivery 30% Content 10% (one individual + one pair/group)） Presentation
Development: On-going assessment of the material preparation and presentation practice, class participation, and contribution to
the support groups. Class participation: : In class activities, particularly as an audience providing feedback and asking questions.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Participation: General feedback will be given in class with examples.
Final presentation: Feedback for each presentation will be sent to each student.
Short presentations: Written feedback for each presentation will be given individually.
Presentation Development: Written feedback for each presentation will be given individually.
教科書コメント
No textbook required. Materials will be provided in class.
その他
Please bring your laptop to the class every week. For practice, you are required to use a device with a video-recording function
(e.g. smartphone, tables/laptop with a camera).
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences. This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
What is a presentation?
Importance of Posture and Eye contact for communication
Self-introduction

第2回

Using voice effectively (tone, volume, intonation)
Presentation structure: Introduction, Body, and Conclusion
Brainstorming for Short Presentation 1: Traditional entertainment, customs or food

第3回

Short presentation 1-1 (3-minute speech with visuals)
Structure of presentation (introduction, body, and closing)
Guidelines for acknowledging the source of the visuals

第4回

Short presentation 1-2
Recording and watching your and others’ presentation
HW: Finalize and practice the presentation.

第5回

Short presentation 1-3
Presentation, self/peer-evaluation, and reflection
HW: Finding a topic for Short Presentation 2.

第6回

Short presentation 2-1 (5-minute pair presentation with slides): Contemporary entertainment, customs or food
Presentation as a story
Importance of opening

第7回

Short presentation 2-2
Writing the script
Group consultation
HW: Editing the presentation

第8回

Short presentation 2-3
Group Consultation
Rehearsal with another group (support group) – tell your story!
Giving each other critical feedback

第9回

Short presentation 2-4
Presentation, self/peer-evaluation, and reflection
HW: Finding a topic and resources for Final Presentation

第10回

Final Presentation-1 (6-minute individual presentation):
Topics to be approved by the instructor
Structure of the presentation

第11回

Final Presentation-2
Keeping the audience in mind: The impact of opening
Useful expressions (transitions)

第12回

Final Presentation-3 Rehearsal

第13回

Final Presentations Day 1 (First half)
Presentation and peer/self-evaluation

第14回

Final Presentations Day 2 (Second half)
Presentation and peer/self-evaluation

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント

Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法
Flipped learning (watching video and reading in advance), Pair-work, Group-work
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Final Presentation
学年末試験(第2学期)
中間テスト
40 ％ Two Short Presentations
レポート
20 ％ Presentation Development
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Class Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Final Presentation: 5 to 6-minute individual presentation in the final two weeks (Delivery 10% Content 10%） Short Presentations：
（TWO 3 to 5-minute speeches/presentations Delivery 30% Content 10% (one individual + one pair/group)） Presentation
Development: On-going assessment of the material preparation and presentation practice, class participation, and contribution to
the support groups. Class participation: : In class activities, particularly as an audience providing feedback and asking questions.
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
being late, send the instructor an email message before the assignment is due. If it is a very good reason work may be accepted
without penalty.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Participation: General feedback will be given in class with examples.
Final presentation: Feedback for each presentation will be sent to each student.
Short presentations: Written feedback for each presentation will be given individually.
Presentation Development: Written feedback for each presentation will be given individually.
教科書コメント
No textbook required. Materials will be provided in class.
その他
Please bring your laptop to the class every week. For practice, you are required to use a device with a video-recording function
(e.g. smartphone, tables/laptop with a camera).
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授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet and other resources, and the processes to
put them together to make meaningful presentations for audiences interested in social sciences.
到達目標
In this course, students will develop basic abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing, listening, and
speaking) and to make effective presentations in the fields of social sciences．This course will also enable students to become
aware of diverse aspects of Japanese cultures.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Introduction and the Physical Message

第2回

Using Gestures

第3回

Voice Inflection

第4回

Poster Presentation Preparation

第5回

Presentation Practice

第6回

Poster Presentations

第7回

The Speech Introduction

第8回

The Body

第9回

Transitions and Sequencers

第10回

The Conclusion

第11回

The Visual Message

第12回

Presentation Practice

第13回

Individual Presentations I

第14回

Individual presentations II

第15回

Wrap-up

授業方法
Collaborative learning
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching short videos and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes). 毎週宿題と準備学習が課せられる（インターネットによるリサーチ、リーディング、ビデオ視聴、プレゼンテーションの準備な
ど）。必要時間は個人にもよるが最低６０分程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
40 ％ TWO 3 to 5-minute speeches/presentations Delivery 30%
Content 10% (one individual + one pair/group)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
20 ％ In class activities, particularly as an audience providing
feedback and asking questions.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of the material preparation and
presentation practice, class participation, and contribution
to the support groups.
その他(備考欄を参照)
20 ％ 5 to 6-minute individual presentation in the final two weeks
Delivery 10% Content 10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

Feedback will be given in class where possible, and via Moodle when not.
教科書
Speaking of Speech,Harrington and LeBeau,Macmillan,978-4-7773-6271-4

講義コード

U510106101

科目名

Self-Directed LearningⅠ

英文科目名

Self-Directed LearningⅠ

担当者名

OHASHI， Louise Pamela

単位

1

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051H154

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based upon scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English
language learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation: Instructor, learner and course introductions.
HW: Read/watch "language learning histories".

第2回

Learner Resources Module A: Vocabulary
HW: Vocabulary and individual language learning history assignments.

第3回

Learner Resources Module B: Listening. Goal Identification Module.
HW: Listening and goal identification assignments.

第4回

Learner Resources Module C: Reading. Goal and Resource Matching Module.
HW: Reading and goal/resource matching assignments.

第5回

In-class assessment
TOEFL ITP
HW: Extensive reading (graded reader) assignment.

第6回

Learner Resources Module D: Speaking. Designing Learning Plan 1: Learning Plan Instruction (SMART Plans).
HW: Speaking assignment and design Learning Plan 1

第7回

Learner Resources Module E: Writing. Share and Refine Learning Plan 1. Peer-to-peer Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 1, Week 1

第8回

Group Discussion of Learning Plan 1, Week 1 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 1, Week 2

第9回

Group Discussion of Learning Plan 1, Week 2 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 1, Week 3

第10回

Group Discussion of Learning Plan 1, Week 3 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 1, Week 4

第11回

Group Discussion of Learning Plan 1, Week 4 Outcomes. Learning Plan 1 Presentation Preparation (Goals, Plans,
Outcomes, Reflections).
HW: Presentation Preparation

第12回

Learning Plan 1 Presentations and Group Reflections
HW: Peer learning assignment

第13回

Learning Plan 1 Presentations. Planning Learning Plan 2.
HW: Design Learning Plan 2.

第14回

Share and Refine Learning Plan 2 (Summer Break Plan)
HW: Submit Learning Plan 2

第15回

Course review and reflection
HW: Carry out Learning Plan 2:

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語

英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
40 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study 語彙勉強 10% Extensive Reading 多
読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
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授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based upon scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English
language learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation ：What is self-directed learning?
Introductions and Goal setting
In-class discussion about language learning experiences and setting goals for language learning.
HW 1: Future Vision for Language learning

第2回

Development of Vocabulary Learning Strategies (VLS)
Introducing VLS and how to measure vocabulary size
HW 2: Vocabulary Learning Strategies (VLS) Assignment and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第3回

Development of Listening Learning Strategies 1
Introducing extensive listening and explaining how to develop note-taking with listening
HW 3: Listening Learning Strategies and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第4回

Development of Listening Learning Strategies 2
Listening Test-taking skills
HW 4: Listening Learning Strategies and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第5回

Development of Reading Learning Strategies 2
Reading Test-taking skills
HW 5: Researching English Proficiency test of choice (e.g IELTS, TOEFL, TOEIC) and Carrying out of SDL
individual plan (90minutes)

第6回

Development of Reading Learning Strategies 2
Reading Test-taking skills
HW 6: Researching English Proficiency test of choice (e.g IELTS, TOEFL, TOEIC) and Carrying out of SDL
individual plan (90minutes)

第7回

Tutorial Session: Motivation
Different types of Motivation and self-regulation
HW 6: Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第8回

Development of Writing Strategies 1
Introducing Extensive Writing
HW 7: Writing summary, reflection and written response and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第9回

Development of Writing Strategies 2
Writing Test-taking skills and evaluation of Writing
HW 8: Peer editing of partner's writing and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第10回

Development of Speaking Strategies 1
Introducing Extensive speaking and discussion
HW 9: Pairwork discussion (recording, transcribing and evaluating discussion) and Carrying out of SDL individual
plan (90minutes)

第11回

Development of Speaking Strategies 2
Speaking Test-taking skills and presentation advice
HW 10: Preparing for next weeks presentation and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第12回

Learning Plan 1 Results：Presentations
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Drafting Learning plan 2

第13回

Designing Learning Plan 2
Creating a language learning plan for continued language study during summer break.
HW: Complete Designing Learning Plan 2;Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第14回

Course Evaluation and Reflection

第15回

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
30 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
30 ％ 15% Vocabulary study オンラインでの語彙勉強 15%
Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.
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授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based on scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English language
learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation ：What is self-directed learning?
Instructor and learner introductions.
HW: Read example language learning histories; Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第2回

Reading and Vocabulary skills practice and improvement：
Introducing Extensive Reading and Vocabulary Size
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments; Individual Language Learning Histories

第3回

Goal setting
In class discussion about language learning experiences and setting goals for language learning.
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第4回

Needs Analysis
In class activities to help learners understand their needs to begin to meet goals.
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第5回

In-class assessment
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第6回

Designing Learning Plan 1：What is a learning plan?
Instruction on types of learning plans.
HW: Complete Learning Plan 1

第7回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第8回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第9回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第10回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第11回

Sharing the results of your learning
Preparing for poster presentations describing Learning Plan 1, how learners carried out the plan, and results
HW: Carry out Learning Plan 1 & Practice for presentation

第12回

Learning Plan 1 Results：Poster presentations
PowerPoint presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第14回

Designing Learning Plan 2
Creating a language learning plan for continued language study during summer break.
HW: Complete Designing Learning Plan 2; Begin carrying out Learning Plan 2

第15回

Reflection
HW: Carry out Learning Plan 2: Tutorial session

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information

and developing English language skills. Students will work individually, in pairs or small groups to assess individual work as well as
each other’s progress and to learn through self reflection and from peers. The Instructor will lead the class in shared activities,
but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style. The Instructor will provide learners with feedback on their
language learning plans as needed and assist them in improving their English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
30 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
30 ％ 15% Vocabulary study 語彙勉強 15% Extensive Reading 多
読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.

講義コード
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科目名

Self-Directed LearningⅠ

英文科目名

Self-Directed LearningⅠ

担当者名

O’NEILL Theodore Lawrence

単位

1

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 南１－３０４

科目ナンバリング

051H154

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based upon scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English
language learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation ：What is self-directed learning?
Instructor and learner introductions.
HW: Read example language learning histories; Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第2回

Reading and Vocabulary skills practice and improvement：
Introducing Extensive Reading and Vocabulary Size
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments; Individual Language Learning Histories

第3回

Goal setting
In class discussion about language learning experiences and setting goals for language learning.
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第4回

Needs Analysis
In class activities to help learners understand their needs to begin to meet goals.
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第5回

In-class assessment
TOEFL ITP
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第6回

Designing Learning Plan 1：What is a learning plan?
Instruction on types of learning plans.
HW: Complete Learning Plan 1

第7回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第8回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第9回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第10回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第11回

Sharing the results of your learning
Preparing for poster presentations describing Learning Plan 1, how learners carried out the plan, and results
HW: Practice for presentation

第12回

Learning Plan 1 Results：Poster presentations
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第14回

Designing Learning Plan 2
Creating a language learning plan for continued language study during summer break.
HW: Complete Designing Learning Plan 2; Begin carrying out Learning Plan 2

第15回

Reflection
HW: Carry out Learning Plan 2: Tutorial session

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
30 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
30 ％ 15% Vocabulary study オンラインでの語彙勉強 15%
Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.
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1
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授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based upon scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English
language learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation ：What is self-directed learning?
Learning history and learning styles
HW: Essay "English and Me"

第2回

Learning strategies & resources: Vocabulary
Strategy instruction, in-class activities
HW: Try learning strategies and resources for vocabulary

第3回

Learning strategies & resources: Reading
Strategy instruction, in-class activities
HW: Try learning strategies and resources for reading

第4回

Learning strategies & resources: Listening
Strategy instruction, in-class activities
HW: Try learning strategies and resources for listening

第5回

Learning strategies & resources: Speaking and Writing
Strategy instruction, in-class activities
HW: Try learning strategies and resources for speaking and writing

第6回

In-class assessment
HW: Carry out a short-term learning plan

第7回

Needs analysis & Goal setting
Strategy instruction, in-class activities, tutorial sessions
HW: Complete needs analysis and goal setting

第8回

Designing Learning Plan 1
Strategy instruction, in-class activities, tutorial sessions
HW: Complete Learning Plan 1

第9回

Sharing & improving Learning Plan 1
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Revise and carry out Learning Plan 1

第10回

Motivation
Strategy instruction, in-class activities
HW: Carry out Learning Plan 1

第11回

Time management
Strategy instruction, in-class activities
HW: Carry out Learning Plan 1

第12回

PDCA in SDL
Strategy instruction, in-class activities
HW: Results Report of Learning Plan 1

第13回

Designing Learning Plan 2
Strategy instruction, in-class activities, tutorial sessions
HW: Complete Learning Plan 2

第14回

Poster presentations
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Carry out Learning Plan 2

第15回

Reflection
Tutorial sessions
HW: Carry out Learning Plan 2

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations, individual and small group reflection and discussions, one-on-one
tutorial sessions, and out-of-class assignments for developing English learning skills. By the end of the course, students will be
able to describe how to develop their English ability effectively and design a learning plan that suits their own needs.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to spend at least 30 minutes a day for their own self-directed learning and 30 minutes a week for other
assignments outside the classroom.
授業外で、自分自身の自律学習として１日30分以上、授業の課題に週30分程度を確保することを期待する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
40 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study 語彙学習 / 10% Extensive Reading
多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
・Active participation and peer support: Continuous feedback through in-class conferences and on Moodle
積極的な授業への参加とピアサポート：授業内およびMoodle上での継続的なフィードバック
・Learing Plans and Results Reports: Continuous feedback through in-class conferences and on Moodle
学習計画と結果報告：授業内およびMoodle上での継続的なフィードバック
・Vocabulary study and extensive reading: Progress report and in-class feedback
語彙学習と多読：進捗レポートと授業内でのフィードバック
・Quizzes: In-class scoring and feedback
小テスト：授業内での解答解説
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week. 自分のノートパソコンを毎回持参すること。

講義コード
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科目名
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1
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学部 １年～４年

授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based upon scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English
language learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation ：What is self-directed learning?
Introductions and Goal setting
In-class discussion about language learning experiences and setting goals for language learning.
HW 1: Future Vision for Language learning

第2回

Development of Vocabulary Learning Strategies (VLS)
Introducing VLS and how to measure vocabulary size
HW 2: Vocabulary Learning Strategies (VLS) Assignment and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第3回

Development of Listening Learning Strategies 1
Introducing extensive listening and explaining how to develop note-taking with listening
HW 3: Listening Learning Strategies and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第4回

Development of Listening Learning Strategies 2
Listening Test-taking skills
HW 4: Listening Learning Strategies and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第5回

Development of Reading Learning Strategies 2
Reading Test-taking skills
HW 5: Researching English Proficiency test of choice (e.g IELTS, TOEFL, TOEIC) and Carrying out of SDL
individual plan (90minutes)

第6回

Development of Reading Learning Strategies 2
Reading Test-taking skills
HW 6: Researching English Proficiency test of choice (e.g IELTS, TOEFL, TOEIC) and Carrying out of SDL
individual plan (90minutes)

第7回

Tutorial Session: Motivation
Different types of Motivation and self-regulation
HW 6: Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第8回

Development of Writing Strategies 1
Introducing Extensive Writing
HW 7: Writing summary, reflection and written response and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第9回

Development of Writing Strategies 2
Writing Test-taking skills and evaluation of Writing
HW 8: Peer editing of partner's writing and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第10回

Development of Speaking Strategies 1
Introducing Extensive speaking and discussion
HW 9: Pairwork discussion (recording, transcribing and evaluating discussion) and Carrying out of SDL individual
plan (90minutes)

第11回

Development of Speaking Strategies 2
Speaking Test-taking skills and presentation advice
HW 10: Preparing for next weeks presentation and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第12回

Learning Plan 1 Results：Presentations
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Drafting Learning plan 2

第13回

Designing Learning Plan 2
Creating a language learning plan for continued language study during summer break.
HW: Complete Designing Learning Plan 2;Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第14回

Course Evaluation and Reflection

第15回

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
30 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
30 ％ 15% Vocabulary study オンラインでの語彙勉強 15%
Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.
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授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based upon scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English
language learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation ：What is self-directed learning?
Instructor and learner introductions.
HW: Read example language learning histories; Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第2回

Reading and Vocabulary skills practice and improvement：
Introducing Extensive Reading and Vocabulary Size
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments; Individual Language Learning Histories

第3回

Goal setting
In class discussion about language learning experiences and setting goals for language learning.
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第4回

Needs Analysis
In class activities to help learners understand their needs to begin to meet goals.
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第5回

In-class assessment
TOEFL ITP
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第6回

Designing Learning Plan 1：What is a learning plan?
Instruction on types of learning plans.
HW: Complete Learning Plan 1

第7回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第8回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第9回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第10回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第11回

Sharing the results of your learning
Preparing for poster presentations describing Learning Plan 1, how learners carried out the plan, and results
HW: Practice for presentation

第12回

Learning Plan 1 Results：Poster presentations
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第14回

Designing Learning Plan 2
Creating a language learning plan for continued language study during summer break.
HW: Complete Designing Learning Plan 2; Begin carrying out Learning Plan 2

第15回

Reflection
HW: Carry out Learning Plan 2: Tutorial session

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
30 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
30 ％ 15% Vocabulary study オンラインでの語彙勉強 15%
Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.
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授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based upon scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English
language learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation: Instructor, learner and course introductions.
HW: Read/watch "language learning histories".

第2回

Learner Resources Module A: Vocabulary
HW: Vocabulary and individual language learning history assignments.

第3回

Learner Resources Module B: Listening. Goal Identification Module.
HW: Listening and goal identification assignments.

第4回

Learner Resources Module C: Reading. Goal and Resource Matching Module.
HW: Reading and goal/resource matching assignments.

第5回

In-class assessment
TOEFL ITP
HW: Extensive reading (graded reader) assignment.

第6回

Learner Resources Module D: Speaking. Designing Learning Plan 1: Learning Plan Instruction (SMART Plans).
HW: Speaking assignment and design Learning Plan 1

第7回

Learner Resources Module E: Writing. Share and Refine Learning Plan 1. Peer-to-peer Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 1, Week 1

第8回

Group Discussion of Learning Plan 1, Week 1 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 1, Week 2

第9回

Group Discussion of Learning Plan 1, Week 2 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 1, Week 3

第10回

Group Discussion of Learning Plan 1, Week 3 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 1, Week 4

第11回

Group Discussion of Learning Plan 1, Week 4 Outcomes. Learning Plan 1 Presentation Preparation (Goals, Plans,
Outcomes, Reflections).
HW: Presentation Preparation

第12回

Learning Plan 1 Presentations and Group Reflections
HW: Peer learning assignment

第13回

Learning Plan 1 Presentations. Planning Learning Plan 2.
HW: Design Learning Plan 2.

第14回

Share and Refine Learning Plan 2 (Summer Break Plan)
HW: Submit Learning Plan 2

第15回

Course review and reflection
HW: Carry out Learning Plan 2:

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語

英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
40 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study 語彙勉強 10% Extensive Reading 多
読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.

講義コード

U510106109

科目名

Self-Directed LearningⅠ

英文科目名

Self-Directed LearningⅠ

担当者名

林 剛大

単位

1

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 南１－２０２

科目ナンバリング

051H154

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based on scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English language
learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation ：What is self-directed learning?
Instructor and learner introductions.
HW: Read example language learning histories; Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第2回

Reading and Vocabulary skills practice and improvement：
Introducing Extensive Reading and Vocabulary Size
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments; Individual Language Learning Histories

第3回

Goal setting
In class discussion about language learning experiences and setting goals for language learning.
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第4回

Needs Analysis
In class activities to help learners understand their needs to begin to meet goals.
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第5回

In-class assessment
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第6回

Designing Learning Plan 1：What is a learning plan?
Instruction on types of learning plans.
HW: Complete Learning Plan 1

第7回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第8回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第9回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第10回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 1

第11回

Sharing the results of your learning
Preparing for poster presentations describing Learning Plan 1, how learners carried out the plan, and results
HW: Carry out Learning Plan 1 & Practice for presentation

第12回

Learning Plan 1 Results：Poster presentations
PowerPoint presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第14回

Designing Learning Plan 2
Creating a language learning plan for continued language study during summer break.
HW: Complete Designing Learning Plan 2; Begin carrying out Learning Plan 2

第15回

Reflection
HW: Carry out Learning Plan 2: Tutorial session

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information

and developing English language skills. Students will work individually, in pairs or small groups to assess individual work as well as
each other’s progress and to learn through self reflection and from peers. The Instructor will lead the class in shared activities,
but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style. The Instructor will provide learners with feedback on their
language learning plans as needed and assist them in improving their English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
30 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
30 ％ 15% Vocabulary study 語彙勉強 15% Extensive Reading 多
読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.

講義コード

U510106110

科目名

Self-Directed LearningⅠ

英文科目名

Self-Directed LearningⅠ

担当者名

阿部 真由美

単位

1

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051H154

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
Self-directed learners form their own goals, select learning tools, and evaluate their achievements. However, students must learn to manage their
studies and have access to the resources they need to accomplish these three aims. This course will provide learners with the knowledge, skills,
and understanding to organize and monitor their own learning more effectively. Learners will acquire techniques for: managing time; setting
appropriate goals; reflecting and reporting on their learning; and adjusting their studies to meet their personal language learning needs.
Instructors will evaluate progress and assist learners in applying language learning techniques and principles, and using study tools effectively.

到達目標
This course will introduce students to tools and skills for autonomous language learning. Students will make individual language
learning plans based upon scaffolds and support from instructors. They will learn to monitor and evaluate their own English
language learning while following their plans.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation ：What is self-directed learning?
Learning history and learning styles
HW: Essay "English and Me"

第2回

Learning strategies & resources: Vocabulary
Strategy instruction, in-class activities
HW: Try learning strategies and resources for vocabulary

第3回

Learning strategies & resources: Reading
Strategy instruction, in-class activities
HW: Try learning strategies and resources for reading

第4回

Learning strategies & resources: Listening
Strategy instruction, in-class activities
HW: Try learning strategies and resources for listening

第5回

Learning strategies & resources: Speaking and Writing
Strategy instruction, in-class activities
HW: Try learning strategies and resources for speaking and writing

第6回

In-class assessment
HW: Carry out a short-term learning plan

第7回

Needs analysis & Goal setting
Strategy instruction, in-class activities, tutorial sessions
HW: Complete needs analysis and goal setting

第8回

Designing Learning Plan 1
Strategy instruction, in-class activities, tutorial sessions
HW: Complete Learning Plan 1

第9回

Sharing & improving Learning Plan 1
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Revise and carry out Learning Plan 1

第10回

Motivation
Strategy instruction, in-class activities
HW: Carry out Learning Plan 1

第11回

Time management
Strategy instruction, in-class activities
HW: Carry out Learning Plan 1

第12回

PDCA in SDL
Strategy instruction, in-class activities
HW: Results Report of Learning Plan 1

第13回

Designing Learning Plan 2
Strategy instruction, in-class activities, tutorial sessions
HW: Complete Learning Plan 2

第14回

Poster presentations
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Carry out Learning Plan 2

第15回

Reflection
Tutorial sessions
HW: Carry out Learning Plan 2

授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations, individual and small group reflection and discussions, one-on-one
tutorial sessions, and out-of-class assignments for developing English learning skills. By the end of the course, students will be
able to describe how to develop their English ability effectively and design a learning plan that suits their own needs.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to spend at least 30 minutes a day for their own self-directed learning and 30 minutes a week for other
assignments outside the classroom.
授業外で、自分自身の自律学習として１日30分以上、授業の課題に週30分程度を確保することを期待する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
40 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study 語彙学習 / 10% Extensive Reading
多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
・Active participation and peer support: Continuous feedback through in-class conferences and on Moodle
積極的な授業への参加とピアサポート：授業内およびMoodle上での継続的なフィードバック
・Learing Plans and Results Reports: Continuous feedback through in-class conferences and on Moodle
学習計画と結果報告：授業内およびMoodle上での継続的なフィードバック
・Vocabulary study and extensive reading: Progress report and in-class feedback
語彙学習と多読：進捗レポートと授業内でのフィードバック
・Quizzes: In-class scoring and feedback
小テスト：授業内での解答解説
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week. 自分のノートパソコンを毎回持参すること。

講義コード

U510101101

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

難波 香

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 １時限 南１－１０３.第２学期 木曜日 １時限 南１－１０３

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
The aim of this course is the development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking,
and the ability to express ideas and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
Naomi's Dilemma (Unit 11) career, relationaships, boundary issues
HW: Communication Journal

第2回

The Art of Compromise (Unit 12) gender issues, compromising, relationaships
HW: Communication Journal

第3回

Choosing your career (Unit 13) career , lifestyles choices, envieronmental issues
HW: Communication Journal

第4回

Save our country! (Unit 14) immigration, national identity, government policies
HW: Communication Journal

第5回

Life Online (Unit 15) technology, social media, relationships
HW: Communication Journal

第6回

Listening test 1 Check your improvement in listening.
Group discussion 1 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussions and reflection on them

第7回

A Man's Place (Unit 16) gender issues, relationships
HW: Communication Journal

第8回

There's no place like home (Unit 17) intercultural communicaiton, culture shock
HW: Communication Journal

第9回

Can war make peace? (Unit 18) beliefs, war, peace
HW: Communication Journal

第10回

One-sided Love (Unit 19) relationaships, boundary issues, friendship
HW: Communication Journal

第11回

My Split Family (Unit 20) family, life changes, divorce
HW: Communication Journal

第12回

Listening Test 2 Check your improvement in listening.
Group discussion 2 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussions and reflection on them

第13回

Group discussion/debate 3-1 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW: Preparation for the discussion

第14回

Group discussion/debate 3-2 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course consolation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to
the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions/debates and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reflection and review of textbook material (approx. 20 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト

評価配分（％） 備考

20 ％
20 ％

Preparation/Reflection: Communication Journal
Listening Assessment: Listening tests based on textbook
units
Preparation and active class participation
Pair/group discussions on their chosen topics

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given either in class verbally or in writing individually.
教科書
Impact Issues 3 (語学テキスト）,Day, Shaules, andYamanaka,Pearson,3,2019,9789813134393
履修上の注意
Prerequisite: You must complete English Communication I to enroll in this course.
このコースはEnglish Communication Iの単位取得者のみ履修できる。
その他
Active participation in class activities and working on assignments in a timely manner are essential to complete this course
successfully.
授業には積極的に参加し、課題の期日を守ること。

講義コード

U510101102

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

SHAITAN， Alexandra

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 １時限 南１－１０４.第２学期 木曜日 １時限 南１－１０４

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
International relationships (Unit 11) Class rules/Self-introduction
Listening: Explanations
Speaking: Talk about life-changing decisions.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第2回

Environment (Unit 12) Listening: Information
Speaking: Make resolutions to help the environment.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第3回

Gender gap (Unit 13) Listening: Fair or not fair?
Speaking: Think about minorities.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第4回

Government control (Unit 14) Listening: Gist and details
Speaking: Talk about Internet censorship.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal Listening

第5回

Living together (Unit 15) Listening: Advice
Speaking: Discuss parental influences.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第6回

Listening test 1 Check your improvement in listening.
Group discussion 1 Group discussions on their chosen topics.
HW: Preparation for the discussion

第7回

Discrimination (Unit 16) Listening: Personal problems
Speaking: What makes you happy?
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第8回

Refugees (Unit 17) Listening: Solutions
Speaking: Solve problems with reasons and examples.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第9回

Ideal marriage (Unit 18) Listening: Different sense of values
Speaking: Explain your ideal and how to compromise.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第10回

Appropriate behavior (Unit 19) Listening: Cultural differences
Speaking: Discuss cultural norms.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第11回

Capital punishment (Unit 20) Listening: Predictions and confirmations
Speaking: Rhetorical arguments
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第12回

Listening Test 2 Check your improvement in listening.
Group discussion 2 Group discussions on their chosen topics.
HW: Preparation for the discussion

第13回

Group discussion/debate 3-1 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW: Preparation for the discussion

第14回

Group discussion/debate 3-2 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course consolation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to
the needs of the class.
授業方法

授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reflection and review of textbook material (approx. 20 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Preparation/Reflection: Vocabulary Log and Communication
Journal
小テスト
20 ％ Listening Assessment: Listening tests based on textbook
units
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Participation: On-going assessment of weekly listening and
speaking tasks
その他(備考欄を参照)
30 ％ Pair/group discussions on their chosen topics
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given either in class verbally or in writing individually.
教科書
Impact Issues 2 語学テキスト,Day, Shaules, andYamanaka,Pearson Longman,2nd,9789620199318
参考文献コメント
Useful websites: ISS Moodle Site
NHK World Radio Japan/NPR
Randall’s ESL Cyber Listening Lab/Breaking News English
TED
履修上の注意
Prerequisite: You must complete English Communication I to enroll in this course.
このコースはEnglish Communication Iの単位取得者のみ履修できる。
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Active participation in class activities and working on assignments in a timely manner are essential to complete this course
successfully.
授業には積極的に参加し、課題の期日を守ること。
Contact me by e-mail (alexshaitan@yahoo.com).

講義コード

U510101103

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

FARIA JUNIOR， Geraldo Pin

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 １時限 南１－１０１.第２学期 木曜日 １時限 南１－１０１

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation // (Chapter 5) Mass Media: Introduction Classroom English / Communication Journal
procedures // Homework and Listening assignments for the semester
Short talk: Introductions in groups // HW: Prepare a short speech on internet news

第2回

(Chapter 5) Mass Media: Problems with TV News Listening for specific information / main ideas
Group work: Brainstorming about the topic
HW: Write a paragraph on the role of reporters

第3回

(Chapter 5) Mass Media: Opinions about the News Listening for tone of voice and signal words
Short presentation: Sharing opinion
HW: Write a paragraph on trendsetters

第4回

(Chapter 5) Mass Media: From Event to Story (lecture) Conducting an interview on role of the media // Group
work: Debating the issue presented
Short talk: Briefing the class // HW: Write critically a paragraph about the role of the media

第5回

(Chapter 6) Impact of the Media on our Lives: The Advantages of the Media Listening to/note taking of a short
lecture
Presentation: Organizing notes to summarizing what he/she has heard
HW: Write an opinion paragraph on the quality of internet news

第6回

(Chapter 6) Impact of the Media on our Lives: The Disadvantages of the Media Listening to two contrasting
interviews of the media
Short talk: Thinking critically about the topic
HW: Create a list of the dangers that the media can impact on society

第7回

(Chapter 6) Impact of the Media on our Lives: Dangers of the Mass Media (lecture) Listening for/note taking of
differing ideas about crime
Group work: personalize the topic, present own opinion (or research)
HW: Draw a list of crimes which are common in Japan nowadays
LISTENING TEST 1

第8回

(Chapter 7) Crime and Criminals: Crime in Society Today Conducting a classroom survey:
HW: Write a descriptive paragraph on crime against elderly people

第9回

(Chapter 7) Crime and Criminals: Being the Victim of a Crime Watching a lecture (interview 2)
Pair work: brainstorming the topic / supporting your opinion
HW: Draw a list of ways to solve plagiarism

第10回

(Chapter 7) Crime and Criminals: Crime and Ways of Solving Crime Listening to and drawing inferences about an
interview
Short talk: Sharing opinion / discussing findings
HW: Write a paragraph on a famous plagiarized work

第11回

(Chapter 7) Crime and Criminals: Plagiarism Listening to an interview and proposing solutions to the issue posed
Short talk: Sharing opinion / agreeing and disagreeing strategies
HW: Draw a list of crimes committed by young people

第12回

(Chapter 8) Controlling Crime: Preventing Juvenile Crime Conducting a survey and discussing the findings in small
groups
Pair work: examining graphics
HW: Describe what a prison experience might be like

第13回

(Chapter 8) Controlling Crime: The Prison Experience Watching a lecture / Short talk: debriefing the content of
the lecture
Sharing the findings of a survey (group and class work)
HW: List the pros and cons of death penalty

第14回

(Chapter 8) Controlling Crime: The Death Penalty Delivering short speeches / responding to others’
presentations with questions and comments

HW: self-assessment of course
LISTENING TEST 2
第15回

Course review and summary

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
宿題を期日までに、授業中は積極的な参加を求める。
授業方法
Textbook and listening activities, pair work and group discussions, surveys and interviews, paragraph writing, and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Listening practice and textbook reading assignment (approximately 30 minutes).
Preparation for speaking tasks (approximately 30 minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ Listening tests
レポート
20 ％ Communication jjournal. homework, and reports
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Ongoing assessments (attendance and participation)
その他(備考欄を参照)
30 ％ Discussion and group work
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on assignments and exams is given in class. As for the final listening test, the feedback is given on Moodle.
教科書
Academic Encounters, Life in Society 3: Listening and Speaking 語学テキスト,Sanabria, Kim,Cambridge University
Press,2nd,2012,978-1-107-67314-4
教科書コメント
All students are strongly advised to acquire the textbook.
履修上の注意
To register for this course, students are required to have SUCCESSFULLY completed English Communication I.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
The language of instruction is English.
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods.
The schedule may change according to the needs of the class.

講義コード

U510101104

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

PARISH， Lori Michele

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 １時限 南１－２０６.第２学期 木曜日 １時限 南１－２０６

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation; Discussion circle roles; Unit 5 Engineered by Nature; DC #1 You are what you eat

第2回

Unit 5 Engineerred by Nature; DC #2 New plants can produce light in the dark

第3回

Unit 5 Engineerred by Nature; DC #3 Soft, robotic muscles 1,000 times stronger

第4回

Unit 6 Lending a Hand; DC #4 Plants can make intelligent decisions

第5回

Unit 6 Lending a Hand; DC #5 Eight billionaires as rich as half the world

第6回

Unit 6 Lending a Hand; DC #6 South Korea government to help people in debt

第7回

Unit 7 Less is More; DC #7 Money can buy happiness

第8回

Unit 7 Less is More; DC #8 Abu Dhabi opens government 'Happiness Café'

第9回

Unit 7 Less is More; Unit 8 Justice in the Jungle; DC #9 USA destroys 6,000 kg of ivory

第10回

Listening Assessment; Unit 8 Justice in the Jungle; DC #10 Animal rights pressure group buys LV shares

第11回

Unit 8 Justice in the Jungle; SWN Projects

第12回

Unit 8 Justice in the Jungle; SWN Projects

第13回

SWN Projects

第14回

SWN Projects

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Lesson content may be changed as necessary.
授業方法
Instructor will facilitate pairwork and small group discussions. Students will lead So What Now? information exchanges.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Preparation for discussion circles (approx. 30 min. per week); Textbook and online assignments (approx. 60 min. per week).
Ongoing self-study on SWN? Projects (approx. 30 min. per week during second half of semester).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Listening Assessment
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Student-led information exchange-speaking
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Pair/Group Discussions
その他(備考欄を参照)
30 ％ Textbook and online homework/Participation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical feedback on Pair/Group Discussions will be given on a continuous basis; Numerical feedback will be provided one week
after the listening assessment. Numerical feedback will be given one week after information exchanges are completed.
教科書
21st Century Communication Level 2, Split Edition 2B w/online workbook (語学テキスト）：21st Century
Communication,Jessica WILLIAMS,National Geographic Learning/Cengage,1,2017,978-1-33-768862-8

教科書コメント
Students are required to purchase the textbook, which includes an online workbook.
履修上の注意
You must complete English Communication I to enroll in this course.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Students are expected to be proactive when dealing with any missed assignments.

講義コード

U510101105

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

UNDERWOOD， James，Michael

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 １時限 南１－２０２.第２学期 木曜日 １時限 南１－２０２

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Autumn Semester Course Orientation and setting of goals and objectives for this semester
Topic 1: Fast Food
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic:: Fast Food - Discussion:: Environmental costs of Fast Food
- Complete Reading and Listening assignment 1

第2回

Topic 2: Fast Fashion
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Fast Fashion
- Discussion: Environmental costs of Fast Fashion
- Complete Reading and Listening assignment 2
- H/W Write the End of topic reflection and prepare for listening and discussion test

第3回

Listening test / Discussion test 1: On the theme of Fast food and Fast Fashion
- Submit notebooks for grading.

第4回

Topic 3: Sustainable Consumption
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Sustainable Consumption
- Discussion: What is sustainable? and how to encourage it.
- Complete Reading and Listening assignment 5

第5回

Topic 4: Corporate Social Responsibility Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Natural Disasters and recovery
- Discussion: Natural Disasters and recovery
- Complete Reading and Listening assignment 6- Sharing of Reading and Listening assignment 4.
- H/W Write the End of topic reflection and prepare for listening and discussion test

第6回

Listening test / Discussion test 2 (on the theme of Topic Sustainable Consumption / Corporate Social
Responsibility
- Submit notebooks for grading.

第7回

Topic 5: Gender Discrimination
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Gender Discrimination
- Discussion: The benefits of Womenomics
- Complete Reading and Listening assignment 5

第8回

Topic 6: LGBT Discrimination
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: LGBT Discrimination
- Discussion: LGBT issues
- Complete Reading and Listening assignment 6
- H/W Write the End of topic reflection and prepare for listening and discussion test

第9回

Listening test / Discussion test 3 (on the theme of Topic Gender and LGBT discrimination 6) - Submit notebooks for grading.

第10回

Topic 7: Exploitation in the workplace
Lessons content:
- Listening, Reading and Research topic: Exploitation in the workplace
- Discussion: How to solve Exploitation
- Complete Reading and Listening assignment 7

第11回

Topic 8: Automation
Lesson content:
- Listening, Reading and Research topic: Automation
- Discussion: What are the benefits and costs of Automation and who does it effect?

- Complete Reading and Listening assignment 8
- H/W Write the End of topic reflection and prepare for listening and discussion test
第12回

Listening test / Discussion test 4 (on the theme of Topic 7/8)
- Submit notebooks for grading.

第13回

Debate week.
4 Classwide debates on topics covered.
-- H/W: Write Debate reflection and complete self-evaluation.

第14回

Review of course
Lesson content:
- Sharing of Self Evaluation

第15回
授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods.
We aim to cover one topic over 2 lessons, and will have a listening and discussion test after we have completed two topics. The
schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and debates.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Completing the Reading and Listening assignments: 30̃45 minutes
Writing the Reflections on the topic: 20̃30 minutes.
Preparing for individual presentations (one a semester):1 ̃ 2 hours is recommend.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of Notebook which
will be collected four times Written feedback will be given
through comments in the notebook.
小テスト
20 ％ Four Listening tests based on course units (4 X 5%)
Feedback will be given in class and online.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ On-going assessment of weekly listening and speaking tasks
Feedback will be given in class and online. Points will be
deducted for excessive use of Japanese to talk about non
classroom related topics.
その他(備考欄を参照)
30 ％ our Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics Group leader: (1 X 15%) Group member: (3 X
5%) Feedback will be given in class and online.
成績評価コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
Please be aware that as per ISS regulations more than 9 absences will result in a failing grade and that 3 lates are equal to a fail.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive feedback about assignment, examination, report within two weeks after submission.
教科書コメント
The teacher will supply the lesson materials for this course.
参考文献コメント
The Moodle Site will be used as well.
履修上の注意
You must complete English Communication I to enroll in this course.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
Please be aware that as per ISS regulations more than 9 absences will result in a failing grade and that 3 lates are equal to a fail.

講義コード

U510101106

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

MARCHAND， Tim Louis

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 ２時限 南１－１０６.第２学期 木曜日 ２時限 南１－１０６

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
Group discussion preparation
Classroom English/Communication Journal
Choose group discussion leader days and topics
HW: Prepare to discuss your goals this semester

第2回

International Relationships (Unit 11)
Listening for explanations
Short talk: Priorities in relationships
HW: Prepare a short talk about big decisions

第3回

Listening + Vocabulary review
Short talk: Life-changing decisions
Listening log exchange
HW: Reflection and communication journal

第4回

Environment (Unit 12)
Listening to complete information
HW: Prepare short talk about my green resolution

第5回

Gender gap (Unit 13)
Group Discussions 1
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第6回

Government control (Unit 14)
Listening for gist and listening for details
HW: Choose a law you’d like to change, and prepare a short talk on it

第7回

Listening + Vocabulary review
Short talk: My new law
Listening test 1/Listening log exchange
HW: Reflection and communication journal

第8回

Discrimination (Unit 15)
Group Discussions 2
Short discussion: minorities
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第9回

Refugees (Unit 17)
Listening for tone
HW: Choose an NGO, and prepare a short talk on it

第10回

Listening + Vocabulary review
Short discussion on choosing a worthy cause
Listening log exchange
HW: Reflection and communication journal

第11回

Marriage in 21st Century (Unit 18)
Group Discussions 3
Short discussion: Compromising ideals
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第12回

Appropriate behavior (Unit 19)
Listening + Vocabulary review
Predicting content and confirmation listening
Short discussion: following cultural norms

Listening log exchange
HW: Reflection and communication journal
第13回

Capital punishment (Unit 20)
Group Discussions 4
Rhetorical arguments
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第14回

Listening + Vocabulary review
Listening test 2
Listening log exchange
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course review and reflection

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to
the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Listening practice and review of textbook material (approx. 30 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of Communication
Journal
小テスト
20 ％ Listening test based on textbook units
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ On-going assessment of weekly listening and speaking tasks
その他(備考欄を参照)
30 ％ Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics. Group leader: (1 X 15%), Group member: (3
X 5%)）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
教科書
Impact Issues 2 （語学テキスト),Day, Shaules, and Yamanaka,Pearson Longman,2nd,9789620199318
参考文献コメント
The course will also make reference to materials on the ISS Moodle site
履修上の注意
Prerequisite: You must complete English Communication I to enroll in this course.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。

講義コード

U510101107

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

難波 香

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 ２時限 南１－１０３.第２学期 木曜日 ２時限 南１－１０３

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
The aim of this course is the development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking,
and the ability to express ideas and opinions in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
Naomi's Dilemma (Unit 11) career, relationaships, boundary issues
HW: Communication Journal

第2回

The Art of Compromise (Unit 12) gender issues, compromising, relationaships
HW: Communication Journal

第3回

Choosing your career (Unit 13) career , lifestyles choices, envieronmental issues
HW: Communication Journal

第4回

Save our country! (Unit 14) immigration, national identity, government policies
HW: Communication Journal

第5回

Life Online (Unit 15) technology, social media, relationships
HW: Communication Journal

第6回

Listening test 1 Check your improvement in listening.
Group discussion 1 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussions and reflection on them

第7回

A Man's Place (Unit 16) gender issues, relationships
HW: Communication Journal

第8回

There's no place like home (Unit 17) intercultural communicaiton, culture shock
HW: Communication Journal

第9回

Can war make peace? (Unit 18) beliefs, war, peace
HW: Communication Journal

第10回

One-sided Love (Unit 19) relationaships, boundary issues, friendship
HW: Communication Journal

第11回

My Split Family (Unit 20) family, life changes, divorce
HW: Communication Journal

第12回

Listening Test 2 Check your improvement in listening.
Group discussion 2 Group discussions on their chosen topics.
HW:Preparation for the discussions and reflection on them

第13回

Group discussion/debate 3-1 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW: Preparation for the discussion

第14回

Group discussion/debate 3-2 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course consolation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to
the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions/debates and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reflection and review of textbook material (approx. 20 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト

評価配分（％） 備考

20 ％
20 ％

Preparation/Reflection: Communication Journal
Listening Assessment: Listening tests based on textbook
units
Preparation and active class participation
Pair/group discussions on their chosen topics

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given either in class verbally or in writing individually.
教科書
Impact Issues 3 (語学テキスト）,Day, Shaules, andYamanaka,Pearson,3,2019,9789813134393
履修上の注意
Prerequisite: You must complete English Communication I to enroll in this course.
このコースはEnglish Communication Iの単位取得者のみ履修できる。
その他
Active participation in class activities and working on assignments in a timely manner are essential to complete this course
successfully.
授業には積極的に参加し、課題の期日を守ること。

講義コード

U510101108

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

SHAITAN， Alexandra

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 ２時限 南１－１０４.第２学期 木曜日 ２時限 南１－１０４

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
International relationships (Unit 11) Class rules/Self-introduction
Listening: Explanations
Speaking: Talk about life-changing decisions.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第2回

Environment (Unit 12) Listening: Information
Speaking: Make resolutions to help the environment.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第3回

Gender gap (Unit 13) Listening: Fair or not fair?
Speaking: Think about minorities.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第4回

Government control (Unit 14) Listening: Gist and details
Speaking: Talk about Internet censorship.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal Listening

第5回

Living together (Unit 15) Listening: Advice
Speaking: Discuss parental influences.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第6回

Listening test 1 Check your improvement in listening.
Group discussion 1 Group discussions on their chosen topics.
HW: Preparation for the discussion

第7回

Discrimination (Unit 16) Listening: Personal problems
Speaking: What makes you happy?
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第8回

Refugees (Unit 17) Listening: Solutions
Speaking: Solve problems with reasons and examples.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第9回

Ideal marriage (Unit 18) Listening: Different sense of values
Speaking: Explain your ideal and how to compromise.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第10回

Appropriate behavior (Unit 19) Listening: Cultural differences
Speaking: Discuss cultural norms.
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第11回

Capital punishment (Unit 20) Listening: Predictions and confirmations
Speaking: Rhetorical arguments
HW: Vocabulary Log/Communication Journal

第12回

Listening Test 2 Check your improvement in listening.
Group discussion 2 Group discussions on their chosen topics.
HW: Preparation for the discussion

第13回

Group discussion/debate 3-1 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW: Preparation for the discussion

第14回

Group discussion/debate 3-2 Group discussions/debates on their chosen topics.
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course consolation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods. The schedule may change according to
the needs of the class.
授業方法

授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reflection and review of textbook material (approx. 20 mins.).
Preparation for speaking tasks (approx. 30-40 mins.).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Preparation/Reflection: Vocabulary Log and Communication
Journa
小テスト
20 ％ Listening Assessment: Listening tests based on textbook
units
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Participation: On-going assessment of weekly listening and
speaking tasks
その他(備考欄を参照)
30 ％ Pair / Group Discussions: Pair/group discussions on their
chosen topicsl
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given either in class verbally or in writing individually.
教科書
Impact Issues 2 語学テキスト,Day, Shaules, and Yamanaka,Pearson Longman,2nd,9789620199318
参考文献コメント
Useful websites: ISS Moodle Site
NHK World Radio Japan/NPR
Randall’s ESL Cyber Listening Lab/Breaking News English
TED
履修上の注意
Prerequisite: You must complete English Communication I to enroll in this course.
このコースはEnglish Communication Iの単位取得者のみ履修できる。
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Active participation in class activities and working on assignments in a timely manner are essential to complete this course
successfully.
授業には積極的に参加し、課題の期日を守ること。
Contact me by e-mail (alexshaitan@yahoo.com).

講義コード

U510101109

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

FARIA JUNIOR， Geraldo Pin

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 ２時限 南１－１０１.第２学期 木曜日 ２時限 南１－１０１

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation // (Chapter 5) Mass Media: Introduction Classroom English / Communication Journal
procedures // Homework and Listening assignments for the semester
Short talk: Introductions in groups // HW: Prepare a short speech on internet news

第2回

(Chapter 5) Mass Media: Problems with TV News Listening for specific information / main ideas
Group work: Brainstorming about the topic
HW: Write a paragraph on the role of reporters

第3回

(Chapter 5) Mass Media: Opinions about the News Listening for tone of voice and signal words
Short presentation: Sharing opinion
HW: Write a paragraph on trendsetters

第4回

(Chapter 5) Mass Media: From Event to Story (lecture) Conducting an interview on role of the media // Group
work: Debating the issue presented
Short talk: Briefing the class // HW: Write critically a paragraph about the role of the media

第5回

(Chapter 6) Impact of the Media on our Lives: The Advantages of the Media Listening to/note taking of a short
lecture
Presentation: Organizing notes to summarizing what he/she has heard
HW: Write an opinion paragraph on the quality of internet news

第6回

(Chapter 6) Impact of the Media on our Lives: The Disadvantages of the Media Listening to two contrasting
interviews of the media
Short talk: Thinking critically about the topic
HW: Create a list of the dangers that the media can impact on society

第7回

(Chapter 6) Impact of the Media on our Lives: Dangers of the Mass Media (lecture) Listening for/note taking of
differing ideas about crime
Group work: personalize the topic, present own opinion (or research)
HW: Draw a list of crimes which are common in Japan nowadays
LISTENING TEST 1

第8回

(Chapter 7) Crime and Criminals: Crime in Society Today Conducting a classroom survey:
HW: Write a descriptive paragraph on crime against elderly people

第9回

(Chapter 7) Crime and Criminals: Being the Victim of a Crime Watching a lecture (interview 2)
Pair work: brainstorming the topic / supporting your opinion
HW: Draw a list of ways to solve plagiarism

第10回

(Chapter 7) Crime and Criminals: Crime and Ways of Solving Crime Listening to and drawing inferences about an
interview
Short talk: Sharing opinion / discussing findings
HW: Write a paragraph on a famous plagiarized work

第11回

(Chapter 7) Crime and Criminals: Plagiarism Listening to an interview and proposing solutions to the issue posed
Short talk: Sharing opinion / agreeing and disagreeing strategies
HW: Draw a list of crimes committed by young people

第12回

(Chapter 8) Controlling Crime: Preventing Juvenile Crime Conducting a survey and discussing the findings in small
groups
Pair work: examining graphics
HW: Describe what a prison experience might be like

第13回

(Chapter 8) Controlling Crime: The Prison Experience Watching a lecture / Short talk: debriefing the content of
the lecture
Sharing the findings of a survey (group and class work)
HW: List the pros and cons of death penalty

第14回

(Chapter 8) Controlling Crime: The Death Penalty Delivering short speeches / responding to others’
presentations with questions and comments

HW: self-assessment of course
LISTENING TEST 2
第15回

Course review and summary

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
宿題を期日までに、授業中は積極的な参加を求める。
授業方法
Textbook and listening activities, pair work and group discussions, surveys and interviews, paragraph writing, and short speeches.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Listening practice and textbook reading assignment (approximately 30 minutes).
Preparation for speaking tasks (approximately 30 minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ Listening tests
レポート
20 ％ Communication jjournal. homework, and reports
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Ongoing assessments (attendance and participation)
その他(備考欄を参照)
30 ％ Discussion and group work
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on assignments and exams is given in class. As for the final listening test, the feedback is given on Moodle.
教科書
Academic Encounters, Life in Society 3: Listening and Speaking 語学テキスト,Sanabria, Kim,Cambridge University
Press,2nd,2012,978-1-107-67314-4
教科書コメント
All students are strongly advised to acquire the textbook.
履修上の注意
To register for this course, students are required to have SUCCESSFULLY completed English Communication I.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
The language of instruction is English.
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods.
The schedule may change according to the needs of the class.

講義コード

U510101110

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

PARISH， Lori Michele

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 月曜日 ２時限 南１－２０６.第２学期 木曜日 ２時限 南１－２０６

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation; Discussion circle roles; Unit 5 Engineered by Nature; DC #1 You are what you eat

第2回

Unit 5 Engineerred by Nature; DC #2 New plants can produce light in the dark

第3回

Unit 5 Engineerred by Nature; DC #3 Soft, robotic muscles 1,000 times stronger

第4回

Unit 6 Lending a Hand; DC #4 Plants can make intelligent decisions

第5回

Unit 6 Lending a Hand; DC #5 Eight billionaires as rich as half the world

第6回

Unit 6 Lending a Hand; DC #6 South Korea government to help people in debt

第7回

Unit 7 Less is More; DC #7 Money can buy happiness

第8回

Unit 7 Less is More; DC #8 Abu Dhabi opens government 'Happiness Café'

第9回

Unit 7 Less is More; Unit 8 Justice in the Jungle; DC #9 USA destroys 6,000 kg of ivory

第10回

Listening Assessment; Unit 8 Justice in the Jungle; DC #10 Animal rights pressure group buys LV shares

第11回

Unit 8 Justice in the Jungle; SWN Projects

第12回

Unit 8 Justice in the Jungle; SWN Projects

第13回

SWN Projects

第14回

SWN Projects

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Lesson content may be changed as necessary.
授業方法
Instructor will facilitate pairwork and small group discussions. Students will lead So What Now? information exchanges.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Preparation for discussion circles (approx. 30 min. per week); Textbook and online assignments (approx. 60 min. per week).
Ongoing self-study on SWN? Projects (approx. 30 min. per week during second half of semester).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Listening Assessment
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Student-led information exchange-speaking
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Pair/Group Discussions
その他(備考欄を参照)
30 ％ Textbook and online homework/Participation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical feedback on Pair/Group Discussions will be given on a continuous basis; Numerical feedback will be provided one week
after the listening assessment. Numerical feedback will be given one week after information exchanges are completed.
教科書
21st Century Communication Level 2, Split Edition 2B w/online workbook (語学テキスト）：21st Century
Communication,Jessica WILLIAMS,National Geographic Learning/Cengage,1,2017,978-1-33-768862-8

教科書コメント
Students are required to purchase the textbook, which includes an online workbook.
履修上の注意
You must complete English Communication I to enroll in this course.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Students are expected to be proactive when dealing with any missed assignments.

講義コード

U510101111

科目ナンバリング

051H155

科目名

○English CommunicationⅡ

副題

REPEATER'S COURSE

英文科目名

English CommunicationⅡ

担当者名

UNDERWOOD， James，Michael

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第１学期 月曜日 ２時限 南１－２０２.第１学期 木曜日 ２時限 南１－２０２

授業概要
The aim of the course is to further develop effective communication skills in English with a particular emphasis on listening and speaking by
utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I. Students deal with more complex and sophisticated content presented in
English that is relevant to their university life and subsequent academic work including lectures and academic texts. In small-sized classes,
students continue to engage in communicative tasks such as pair activities and group discussions as well as making short speeches and leading
group discussions which require preparation and rehearsal in advance.

到達目標
Further development of effective communication skills with a particular emphasis on listening and speaking and the ability to
express ideas and opinions in English by utilizing the skills and vocabulary gained in English Communication I.
授業内容
実施回

内容

第1回

Topic: Course orientation
Lesson content:
Classroom English
- Introduction to Vocabulary, Reading and listening study
- Explanation of course requirements
- Self-introduction in groups
- Discussion: Topic 1: Mass Media (Unit 10)
- Complete Reading and Listening assignment 1

第2回

Topic 2: Advertising (Unit 12)
Lesson content:
- Sharing of LLH
- Discussion: Advertising
- HW: Write reflection on topic 1, and complete Reading and Listening assignment 2

第3回

Topic 3: Freedom of Expression
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 2
- Discussion: Freedom of Expression
- HW: Write reflection on topic 2, and complete Reading and Listening assignment 3
And prepare for Listening and Discussion test 1

第4回

Listening test / Discussion test 1: On the theme of Topic 1, 2, 3
- Submit notebooks for grading.
- H/W: Write Listening and Discussion Test Reflection 1
- Prepare for next topic by Reading and Listening assignment 4

第5回

Topic 4: Population Aging (Unit 13)
Lesson content:
- Sharing of Reading and Listening assignment 3
- Discussion: Aging Society
- HW: Write reflection on topic 3, and complete Reading and Listening assignment 5

第6回

Topic 5: Immigration / Refugees (Units 14)
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 5
- Discussion: Solving Refugee Crisis
- HW: Write reflection on topic 4, and complete Reading and Listening assignment 6
And prepare for Listening and Discussion test 2

第7回

Listening test / Discussion test 2 (on the theme of Topic 4/5
- Submit notebooks for grading.
- H/W: Write Listening and Discussion Test Reflection 2
- Prepare for next topic by Reading and Listening assignment 7

第8回

Topic 6: Gender Discrimination (Unit 15)
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 7
- Discussion: Women's rights
- HW: Write reflection on topic 5, and complete Reading and Listening assignment 8

第9回

Topic 7: LGBT
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 8
- Discussion: LGBT rights
- HW: Write reflection on topic 6, and complete Reading and Listening assignment 9
And prepare for Listening and Discussion test 3

第10回

Listening test / Discussion test 3 (on the theme of Topic 6/7
- Submit notebooks for grading.
- H/W: Write Listening and Discussion Test Reflection 3
- Prepare for next topic by Reading and Listening assignment 10

第11回

Topic 8: Exploitation in the Workplace
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 10
- Discussion: Exploitation in the Workplace / Fast Fashion
- HW: Write reflection on topic 5, and complete Reading and Listening assignment 11

第12回

Topic 9: Automation
Lesson content:
- Sharing of Listening and Reading assignment 11
- Discussion: Future of the workplace
- HW: Write reflection on topic 7, and complete Reading and Listening assignment 12

第13回

Listening test / Discussion test 4 (on the theme of Topic 4/5)
- Submit notebooks for grading.
- H/W: Write Listening and Discussion Test Reflection 4
- Complete End of semester Self Evaluation

第14回

Review of course
Lesson content:
- Sharing of Self Evaluation
- Discussion: Autumn Semester Goals, Objectives and plan.

第15回

Course consolation

授業計画コメント
This syllabus outlines the weekly schedule for the course divided over two class periods.
We aim to cover one topic over 2 lessons, and will have a listening and discussion test after we have completed two topics. The
schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Textbook and listening activities, pair work, group discussions and debates.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Completing the Reading and Listening assignments: 30~45 minutes
Writing the Reflections on the topic: 20~30 minutes.
Preparing for individual presentations (one a semester):1 ~ 2 hours is recommend.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of Notebook which
will be collected four times Written feedback will be given
through comments in the notebook.
小テスト
20 ％ Four Listening tests based on textbook units (4 X 5%)
Feedback will be given in class and online.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ On-going assessment of weekly listening and speaking tasks
Feedback will be given in class and online. Points will be
deducted for excessive use of Japanese to talk about things
not related to the classroom topic, using your phone for non
related tasks, and lates or absences.
その他(備考欄を参照)
30 ％ Four Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics Group leader: (1 X 15%) Group member: (3
X 5%) Feedback will be given in class and online.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive feedback about assignment, examination, report within two weeks after submission.
教科書
Academically Speaking (語学テキスト）,Lo Dico, Shea, Struc Underwood, and Walker,Perceptia Press,2016,9784939130465
教科書コメント
This textbook will be used throughout English Communication 1 and 2. Please read the syllabus carefully as we will not
cover the units sequentially and some units may be skipped.
履修上の注意
Note: You will not be able to take English Communication II unless you successfully complete this course. You will be required
to enroll in English Communication I next semester.
その他
本授業は、教職課程の「66条の６に定める科目」を兼ねる。
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.

Please be aware that as per ISS regulations more than 9 absences will result in a failing grade and that 3 lates are equal to a fail.

講義コード

U510103101

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

MAGGS， Andrew John

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 ２時限 南１－２０４.第２学期 金曜日 ２時限 南１－２０４

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more
sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a
referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write an academic essay.
授業内容
実施回

内容

第1回

Writing : Introduction to the course
Reading : Introduction to the textbook / vacation reading discussion / vocab activities

第2回

Writing : Essay 1 + outline / HW write draft Essay 1
Reading : Textbook Unit 1 : discussion, vocab, reading activities

第3回

Writing : hand in draft Essay 1 / Essay 2 + outline / HW write draft Essay 2
Reading : Textbook Unit 1 : discussion, vocab, reading activities

第4回

Writing : Editing Essay 1 / hand in draft Essay 2 / HW write final Essay 1
Reading : Textbook Unit 2 : discussion, vocab, reading activities

第5回

Writing : hand in final Essay 1 / Editing Essay 2 / HW write final Essay 2
Reading : Textbook Unit 2 : discussion, vocab, reading activities

第6回

Writing : hand in final Essay 2 /Essay 3 + outline/ HW write draft Essay 3
Reading : Textbook Unit 3 : discussion, vocab, reading activities

第7回

Writing : hand in draft Essay 3 / Essay 4+ outline / HW write draft Essay 4
Reading : Textbook Unit 3 : discussion, vocab, reading activities

第8回

Writing : Editing Essay 3 / hand in draft Essay 4 / HW write final Essay 3
Reading : Test 1

第9回

Writing : hand in final Essay 3 / editing Essay 4 / HW write final Essay 4
Reading : Textbook Unit 4 : discussion, vocab, reading activitie

第10回

Writing : hand in final Essay 4 / Essay 5 + outline / HW write draft Essay 5
Reading : Textbook Unit 4 : discussion, vocab, reading activities

第11回

Writing : hand in draft Essay 5 / dealing with research, citation & reference problems : review
Reading : Textbook Unit 5 : discussion, vocab, reading activities

第12回

Writing : Editing Essay 5 / HW write final Essay 5
Reading : Textbook Unit 5 : discussion, vocab, reading activities

第13回

Writing : hand in Essay 5 / review of ASII writing skills
Reading Test 2

第14回

Writing : pick up Essay 5 / feedback
Reading : pick up test / feedback .

第15回

Course consolidation : summing up
Course consolidation : independent research

授業計画コメント
Schedule is subject to change. The teacher will inform the students in class of any changes
授業方法
Reading : discussion in pairs, reading and vocabulary from a textbooks,
Writing : teacher handouts, pairwork, writing assignments (draft, edit, final); use of online resources
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
The teacher will explain in class any preparation needed
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ first 4 essays : 10% each / essay 5 20%
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％ 2 reading tests : 15% each
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive essay grades with comments, and reading test grades with comments
教科書
Concepts & Comments 4 (語学テクスト)：Reading and vocabulary development,Ackert, P & Lee, L,Cengage,3rd,2005,1-41300417-2
履修上の注意
You must complete Academic Skills I to enroll in this course

講義コード

U510103102

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

HADINGHAM, Oliver Edward

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 ２時限 南１－３０６.第２学期 金曜日 ２時限 南１－３０６

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more
sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a
referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write different types of academic essays.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to the course

第2回

Paragraph & essay structure review; writing practice

第3回

Essay 1 brainstorming, source reading

第4回

Essay 1 brainstorming, source reading

第5回

Essay outline + intro paragraph

第6回

Editing the draft, submitting final draft (outline + intro paragraph)

第7回

Unit 4 exercises; academic vocabulary

第8回

Reading practice

第9回

Quoting and summarizing practice

第10回

Writing the essay 1 draft

第11回

Peer review, editing the draft, submitting final draft

第12回

Reading practice

第13回

Using sources I (summarizing vs paraphrasing)

第14回

Midterm test I (summarizing vs paraphrasing)

第15回

Using sources II (APA citation)

第16回

Midterm test II (Source Integration)

第17回

Review: using sources

第18回

Reading practice

第19回

Unit 5 exercises; purpose

第20回

Unit 5 exercises; audience, tone

第21回

Unit 7 exercises; the argumentative essay

第22回

Unit 8 exercises; the argumentative essay

第23回

Source reading & evaluation

第24回

Final Essay Outline draft

第25回

Final Essay - intro paragraph

第26回

Writing the essay 2 draft

第27回

Writing the essay 2 draft

第28回

Peer review, editing the draft

第29回

Proof reading (formatting; citation; tone)

第30回

Final essay submission; course review

授業計画コメント
The above schedule may change according to the needs of the class. Check the course's Moodle page regularly for updates.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), pair and group work, discussions, individual and
class research, vocabulary study, and
paragraph and essay writing. Students will work individually and in pairs to accomplish the above.

使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should plan on spending up to two hours each week outside of class to complete reading and writing homework and to
review for tests.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ (Paraphrasing & Summarizing Exam 10%; Source Integration
exam (10%)
レポート
60 ％ 4 writing tasks: Outline + intro (5%), one 5-paragraph essay
(15%), essay 2 outline + intro (15%), Final 5-paragraph essay
(25%)
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
20 ％ Reading tasks
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Written feedback (paper / electronic); verbal feedback in class
教科書
Final Draft 3 語学テクスト,A. Aquino-Cutcher, W. Asplin, D. Bohlke, J. Lambert (Ed.),Cambridge University
Press,2016,978110749549
履修上の注意
You must complete Academic Skills I to enroll in this course.

講義コード

U510103103

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

SPIVAK, Robert James

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 ２時限 南１－２０２.第２学期 金曜日 ２時限 南１－２０２

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more
sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a
referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write an academic essay.
授業内容
実施回

内容

第1回

Unit 1: Introduction. Grammar Review. Writing Comparison Paragraphs. Reading: Main Ideas.

第2回

Unit 2: Essay Structure.Writing Descriptive Paragraphs. Reading: Detail.

第3回

Unit 3: The Introduction. Writing an Opinion Essay. Reading: Purpose and Audience.

第4回

Unit 4: The Conclusion: Writing a Problem-Solution Essay. Reading: Visuals to Predict Content.

第5回

Unit 5: The Topic Sentence. Writing Cause-Effect Paragraphs. Reading: Scanning for Information. Reading Quiz
#1.

第6回

Unit 6: Supporting Sentences. Writing a Problem-Solution Essay. Reading: Detail. Essay #1 due.

第7回

Unit 7: Editing. Writing an Advantage-Disadvantage Essay. Reading: Scanning to Predict.

第8回

Unit 8: Cohesion/Coherence. Writing an Opinion Essay. Reading: Fact vs. Opinion.

第9回

Unit 9: Graphs. Writing an Explanatory Essay. Reading: Skimming. Essay #2 due.

第10回

Unit 10: Describing a Process. Writing a Process Paragraph. Reading: Previewing. Reading Quiz #2.

第11回

Comparison-Contrast Essays. Reading: New York Times.

第12回

Comparison-Contrast/Persuasive Essays. Reading: The New York Time. Essay #3 due.

第13回

Persuasive Essays. Reading: The New York Times.

第14回

Responding to a Reading. Reading: The New York Times.Final Essay due.

第15回

Review/Course Feedback.

授業計画コメント
You must complete Academic Skills I to enroll in this course.
授業方法
Students will work in pairs and groups. Each class will include reading and writing exercisesfrom the textbook and other sources.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to write three short essays and one final essayas well as prepare for reading assignments.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ 30% for 3 short essays/30% final essay.
小テスト
20 ％ Reading
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20%％ Attendance/Participation.
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Late submission of assignments/essay will be subject to a penalty. Plagarism will result in a grade of "0."
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
All essays will be returned with my comments.
教科書
Unlock 3 (語学テキスト),Carolyn Westbrook,Cambridge,2015,978-1-107-61526-7

履修上の注意
You must complete Academic Skills I to enroll in this course.

講義コード

U510103104

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

PELLEGRINI， Christopher C

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 ２時限 南１－２０７.第２学期 金曜日 ２時限 南１－２０７

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will
continue to develop students' reading and writing skills, this time with stronger emphases on
reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts
therein, and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the
Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more sophisticated research skills will be
addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end
goal of writing a referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage,
and training in writing for different academic purposes. Students will learn to write an academic essay.
授業内容
実施回

内容

第1回

1. Course orientation
2. Unit 1, Part 1: Understanding the Essay Prompt
Outlining Review

第2回

1. Unit 1, Part 4: Planning an Essay
Writing an Article Summary
2. Unit 1, Part 2: Taking a Position
Supporting Sentences

第3回

1. Unit 1, Part 3: Doing Research
Source Evaluation
2. Peer Editing

第4回

1. Unit 2, Part 1: Focus on Introductory Paragraphs: Creating Motive
2. Unit 2, Part 2: Focus on Body Paragraphs A (Logical Waltz Review)

第5回

1. Unit 2, Part 2: Focus on Body Paragraphs B (Counter-Arguments, Concession, and Refutation)
2. Advanced Research Practices

第6回

1. Unit 3, Part 1: Logical Fallacies A
2. Peer Editing

第7回

1. Unit 3, Part 1: Logical Fallacies B
2. Plagiarism Detection

第8回

1. Unit 3, Part 2: Integrating Source Information
2. Unit 3, Part 3: Citing Sources

第9回

1. Unit 3, Part 4: Using Reporting Verbs and Phrases
2. Critical Reading Strategies

第10回

1. Unit 4, Part 1: Hedging and Intensifying
2. Essay Planning Review

第11回

1. Unit 4, Part 2: Academic Sentence Styles
2. Introductory Paragraphs
Creating Motive

第12回

1. Active Voice, Passive Voice, and Nominalization
2. In-text Citations Check

第13回

1. Unit 4, Part 2: Supporting Arguments
2. Paraphrase and Summary Check

第14回

1. Unit 4, Part 3: Editing a Research Essay
2. In-Text Citation Check

第15回

Course Consolidation

授業方法
Pair and group work, textbook activities, logical argumentation discussions, and reading activities.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately 1-2 hours per week. Students are required to do readings, summaries, vocabulary practice, and writing tasks
outside of class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ Essays of Various Lengths
小テスト
10 ％ Logical Fallacies Quiz
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Participation and Preparation
その他(備考欄を参照)
20 ％ Reading Assignments
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on essay drafts and other graded assignments will be given via Moodle.
教科書
Academic Writing Skills 3 (語学テキスト),P. Chin, Y. Koizumi, S Reid, S. Wray, Y. Yamazaki,Cambridge University Press,
初,2013,978-1107611931
履修上の注意
Prerequisite: You must complete Academic Skills I to enroll in this course.
その他
This course is taught and conducted entirely in English. Failure to use English in class will negatively affect the student’s
participation grade. In extreme cases, failure to use English in class will result in the student being marked absent.

講義コード

U510103105

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

MACGREGOR， Laura

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 ２時限 南１－１０４.第２学期 金曜日 ２時限 南１－１０４

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more
sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a
referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write different types of academic essays.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction, short writing, preview Unit 3

第2回

Unit 3 activities, brainstorming ideas and writing the outline for essay 1, outline approval, APA style

第3回

Essay 1 draft, peer review and revision, additional reading #1, essay 1 due, preview Unit 4

第4回

Unit 4 activities, brainstorming ideas and writing the outline for essay 2, review of plagiarism, outline approval

第5回

Essay 2 draft, peer review and revision

第6回

Reading test #1, essay 2 due, preview Unit 5

第7回

Unit 5 activities, brainstorming ideas and writing the outline for essay 3, paraphrasing review and practice, outline
approval

第8回

Essay 3 draft, peer review and revision, additional reading #2, essay 3 and outline due, preview Unit 5

第9回

Unit 5 activities, brainstorming and writing the outline for essay 4, finding sources, incorporating quotations from
outside sources, essay 4 outline approval

第10回

Essay 4 draft, peer review and revision, preview Unit 7

第11回

Essay 4 and outline due, Unit 7 activities, brainstorming ideas, finding outside sources and writing the outline for
the final essay

第12回

Final essay draft, peer review and revision, additional reading #3

第13回

Final revisions, reading test #2

第14回

Final essay due, review and reflection, self-evaluation, goal setting for future study

第15回

Course consolidation, summing up

授業計画コメント
The above schedule may change according to the needs of the class. Check the course's Moodle page regularly for updates.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), pair and group work, discussions, individual and
class research, vocabulary study, and paragraph and essay writing. Students will work individually and in pairs to accomplish the
above.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should plan on spending at least two hours each week outside of class to complete reading and writing homework and to
review for tests.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ 4 essays (10% each), final essay (20%)
小テスト
10 ％ Unit tests (2 x 5%)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
30 ％ Additional readings (3 x 10%)
成績評価コメント
Homework and assignments are due at the beginning of class on the due date. DO NOT be late for class because you are printing

your assignment. Hand it in after class.
For safety, you are asked to upload your writing assignments to the Moodle course page AND hand in a hard copy. Please
understand that this is for your confirmation and mine.
In principle, late assignments and homework will not be accepted after the day they are due. If you anticipate being late for an
assignment, contact the instructor
immediately by email or in person. Plagiarized work will result in a grade of zero, without exception.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Short tests and writing assignments:: numerical grade with written comments. Where possible, assessments will be based on a
rubric. Additional readings: numerical grades based on accuracy and completeness of answers. Students will be informed of the
grading criteria for writing assignments in advance.
教科書
Final Draft 3 『語学』,A. Aquino-Cutcher, W. Asplin, D. Bohlke, J. Lambert,Cambridge University Press,2016,978110749549
教科書コメント
Buy a new, unused copy of the text and bring it to the first and every class. Write your name and student # on the inside
cover.
参考文献コメント
IISS Moodle site for this class: http://moodle.iss.gakushuin.ac.jp
Oxford Online Dictionary (https://www.oxforddictionaries.com) An excellent resource for learning new vocabulary and how to
use it, and expanding your existing vocabulary. Download the app on your smartphone and put the icon on your home screen.
Also bookmark the URL on your laptop. and use it every time you want to check an English word.
履修上の注意
You must attend the first class.
Important: You must complete Academic Skills I to enroll in this course.
その他
Plan to attend the first class. Bring your laptop, textbook and other materials to the first and every class. Buy a notebook for
the class and a clear file (A4) for handouts and papers. Write your name and student # and class name on the front of both of
them.
Be ready from the beginning of the class. That means you should put all of your materials on your desk, open them and be ready
to start the class.
Ask questions about classwork and homework during class so that all students benefit.

講義コード

U510103106

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

HADINGHAM, Oliver Edward

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－３０６.第２学期 金曜日 １時限 南１－３０６

授業概要
Building on the knowledge and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing skills, this
time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein, and on note
taking. Vocabulary development will continue
to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more sophisticated research skills will be addressed to assist
students in improving
summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a properly referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write different types of academic essays.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to the course
Paragraph & essay structure review; writing practice

第2回

Essay 1 brainstorming, source reading

第3回

Essay outline + intro paragraph
Editing the draft, submitting final draft (outline + intro paragraph)

第4回

Unit 4 exercises; academic vocabulary
Reading practice

第5回

Quoting and summarizing practice
Writing the essay 1 draft

第6回

Peer review, editing the draft, submitting final draft
Reading practice

第7回

Using sources I (summarizing vs paraphrasing)
Midterm test I (summarizing vs paraphrasing)

第8回

Using sources II (APA citation)
Midterm test II (Source Integration)

第9回

Review: using sources
Reading practice

第10回

Unit 5 exercises; purpose
Unit 5 exercises; audience, tone

第11回

Unit 7 exercises; the argumentative essay
Unit 8 exercises; the argumentative essay

第12回

Source reading & evaluation
Final Essay Outline draft

第13回

Final Essay - intro paragraph
Writing the essay 2 draft
Peer review, editing the draft

第14回

Proofreading (formatting; citation; tone)
Final essay submission; course review

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The above schedule may change according to the needs of the class. Check the course's Moodle page regularly for updates.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), pair and group work, discussions, individual and
class research, vocabulary study, and
paragraph and essay writing. Students will work individually and in pairs to accomplish the above.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should plan on spending up to two hours each week outside of class to complete reading and writing homework and to
review for tests.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト

評価配分（％） 備考

レポート

20 ％
60 ％

(Paraphrasing & Summarizing Exam 10%; Source Integration
exam (10%)
4 writing tasks: Outline (5%), one 5-paragraph essay (15%),
essay 2 outline + intro (15%), Final 5-paragraph essay (25%)

小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
20 ％ Reading tasks
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Written feedback (paper / electronic); verbal feedback in class
教科書
Final Draft 3 語学テクスト,A. Aquino-Cutcher, W. Asplin, D. Bohlke, J. Lambert (Ed.),Cambridge University
Press,2016,978110749549
履修上の注意
You must complete Academic skills I to take this course.

講義コード

U510103107

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

MAGGS， Andrew John

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－２０４.第２学期 金曜日 １時限 南１－２０４

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more
sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a
referenced academic essay.
and training in writing for different academic purposes. Students will learn to write an academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write different types of academic essays.
授業内容
実施回

内容

第1回

Writing : Introduction to the course
Reading : Introduction to the textbook / vacation reading discussion / vocab activities

第2回

Writing : Essay 1 + outline / HW write draft Essay 1
Reading : Textbook Unit 1 : discussion, vocab, reading activities

第3回

Writing : hand in draft Essay 1 / Essay 2 + outline / HW write draft Essay 2
Reading : Textbook Unit 1 : discussion, vocab, reading activities

第4回

Writing : Editing Essay 1 / hand in draft Essay 2 / HW write final Essay 1
Reading : Textbook Unit 2 : discussion, vocab, reading activities

第5回

Writing : hand in final Essay 1 / Editing Essay 2 / HW write final Essay 2
Reading : Textbook Unit 2 : discussion, vocab, reading activities

第6回

Writing : hand in final Essay 2 /Essay 3 + outline/ HW write draft Essay 3
Reading : Textbook Unit 3 : discussion, vocab, reading activities

第7回

Writing : hand in draft Essay 3 / Essay 4+ outline / HW write draft Essay 4
Reading : Textbook Unit 3 : discussion, vocab, reading activities

第8回

Writing : Editing Essay 3 / hand in draft Essay 4 / HW write final Essay 3
Reading : Test 1

第9回

Writing : hand in final Essay 3 / editing Essay 4 / HW write final Essay 4
Reading : Textbook Unit 4 : discussion, vocab, reading activitie

第10回

Writing : hand in final Essay 4 / Essay 5 + outline / HW write draft Essay 5
Reading : Textbook Unit 4 : discussion, vocab, reading activities

第11回

Writing : hand in draft Essay 5 / dealing with research, citation & reference problems : review
Reading : Textbook Unit 5 : discussion, vocab, reading activities

第12回

Writing : Editing Essay 5 / HW write final Essay 5
Reading : Textbook Unit 5 : discussion, vocab, reading activities

第13回

Writing : hand in Essay 5 / review of ASII writing skills
Reading Test 2

第14回

Writing : pick up Essay 5 / feedback
Reading : pick up test / feedback .

第15回

Course consolidation : summing up
Course consolidation : independent research

授業計画コメント
Schedule is subject to change. The teacher will inform the students in class of any changes
授業方法
Reading : discussion in pairs, reading and vocabulary from a textbooks,
Writing : teacher handouts, pairwork, writing assignments (draft, edit, final); use of online resources
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
The teacher will explain in class any preparation needed
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ first 4 essays : 10% each / essay 5 20%
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％ 2 reading tests : 15% each
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive essay grades with comments, and reading test grades with comments
教科書
Concepts & Comments 4 語学テクスト：Reading and vocabulary development,Ackert, P & Lee, L,Cengage,3rd,2005,1-41300417-2
履修上の注意
You must complete Academic Skills I to enroll in this course

講義コード

U510103108

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

SPIVAK, Robert James

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－２０２.第２学期 金曜日 １時限 南１－２０２

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more
sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a
referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write an academic essay.
授業内容
実施回

内容

第1回

Unit 1: Introduction. Grammar Review. Writing Comparison Paragraphs. Reading: Main Ideas.

第2回

Unit 2: Essay Structure.Writing Descriptive Paragraphs. Reading: Detail.

第3回

Unit 3: The Introduction. Writing an Opinion Essay. Reading: Purpose and Audience.

第4回

Unit 4: The Conclusion: Writing a Problem-Solution Essay. Reading: Visuals to Predict Content.

第5回

Unit 5: The Topic Sentence. Writing Cause-Effect Paragraphs. Reading: Scanning for Information. Reading Quiz
#1.

第6回

Unit 6: Supporting Sentences. Writing a Problem-Solution Essay. Reading: Detail. Essay #1 due.

第7回

Unit 7: Editing. Writing an Advantage-Disadvantage Essay. Reading: Scanning to Predict.

第8回

Unit 8: Cohesion/Coherence. Writing an Opinion Essay. Reading: Fact vs. Opinion.

第9回

Unit 9: Graphs. Writing an Explanatory Essay. Reading: Skimming. Essay #2 due.

第10回

Unit 10: Describing a Process. Writing a Process Paragraph. Reading: Previewing. Reading Quiz #2.

第11回

Comparison-Contrast Essays. Reading: New York Times.

第12回

Comparison-Contrast/Persuasive Essays. Reading: The New York Time. Essay #3 due.

第13回

Persuasive Essays. Reading: The New York Times.

第14回

Responding to a Reading. Reading: The New York Times.Final Essay due.

第15回

Review/Course Feedback.

授業計画コメント
You must complete Academic Skills I to enroll in this course.
授業方法
Students will work in pairs and groups. Each class will include reading and writing exercisesfrom the textbook and other sources.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to write three short essays and one final essayas well as prepare for reading assignments.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ 30% for 3 short essays/30% final essay.
小テスト
20 ％ Reading
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Attendance/Participation.
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Late submission of assignments/essay will be subject to a penalty. Plagarism will result in a grade of "0."
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
All essays will be returned with my comments.
教科書
Unlock 3 (語学テキスト),Carolyn Westbrook,Cambridge,2015,978-1-107-61526-7

履修上の注意
You must complete Academic Skills I to enroll in this course.

講義コード

U510103109

科目ナンバリング

051H156

科目名

○Academic SkillsⅡ

英文科目名

Academic SkillsⅡ

担当者名

PELLEGRINI， Christopher C

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－２０７.第２学期 金曜日 １時限 南１－２０７

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus.
In addition, more sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end
goal of writing a referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage,
and training in writing for different academic purposes. Students will learn to write an
academic essay.
授業内容
実施回

内容

第1回

1. Course orientation
2. Unit 1, Part 1: Understanding the Essay Prompt
Outlining Review

第2回

1. Unit 1, Part 4: Planning an Essay
Writing an Article Summary
2. Unit 1, Part 2: Taking a Position
Supporting Sentences

第3回

1. Unit 1, Part 3: Doing Research
Source Evaluation
2. Peer Editing

第4回

1. Unit 2, Part 1: Focus on Introductory Paragraphs: Creating Motive
2. Unit 2, Part 2: Focus on Body Paragraphs A (Logical Waltz Review)

第5回

1. Unit 2, Part 2: Focus on Body Paragraphs B (Counter-Arguments, Concession, and Refutation)
2. Advanced Research Practices

第6回

1. Unit 3, Part 1: Logical Fallacies A
2. Peer Editing

第7回

1. Unit 3, Part 1: Logical Fallacies B
2. Plagiarism Detection

第8回

1. Unit 3, Part 2: Integrating Source Information
2. Unit 3, Part 3: Citing Sources

第9回

1. Unit 3, Part 4: Using Reporting Verbs and Phrases
2. Critical Reading Strategies

第10回

1. Unit 4, Part 1: Hedging and Intensifying
2. Essay Planning Review

第11回

1. Unit 4, Part 2: Academic Sentence Styles
2. Introductory Paragraphs
Creating Motive

第12回

1. Active Voice, Passive Voice, and Nominalization
2. In-text Citations Check

第13回

1. Unit 4, Part 2: Supporting Arguments
2. Paraphrase and Summary Check

第14回

1. Unit 4, Part 3: Editing a Research Essay
2. In-Text Citation Check

第15回

Course Consolidation

授業方法
Pair and group work, textbook activities, logical argumentation discussions, and reading activities.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately 1-2 hours per week. Students are required to do readings, summaries, vocabulary practice, and writing tasks
outside of class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ Essays of Various Lengths
小テスト
10 ％ Logical Fallacies Quiz
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Participation and Preparation
その他(備考欄を参照)
20 ％ Reading Assignments
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on essay drafts and other graded assignments will be provided via Moodle.
教科書
Academic Writing Skills 3 (語学テキスト),P. Chin, Y. Koizumi, S Reid, S. Wray, Y. Yamazaki,Cambridge University Press,
初,2013,978-1107611931
履修上の注意
Prerequisite: You must complete Academic Skills I to enroll in this course.
その他
This course is taught and conducted entirely in English. Failure to use English in class will negatively affect the student’s
participation grade. In extreme cases, failure to use English in class will result in the student being marked absent.

講義コード
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英文科目名
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担当者名

笹沼 塩美

単位

2

配当年次

学部 １年～４年

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－１０１.第２学期 金曜日 １時限 南１－１０１

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more
sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a
referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write an academic essay.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to course, class plan, purpose, essay writing, self-introduction ＆ preview of Unit 3

第2回

Unit 3 activities, creating an outline of draft, logic flow, brain storming APA style & writing a draft of essay #1

第3回

Peer review, revision, submission, Unit 3 test, additional reading material #1 & the preview of Unit 4

第4回

Unit 4 activities, brain storming, creating an outline of essay #2 & plagiarism

第5回

Peer review, revision, 1st submission, Unit 4 test, additional reading material #2 & the preview of Unit 5

第6回

Unit 5 activities, creating an outline and brain storming of essay #3 & draft submission
References, citation, elaboration, feedback & 2nd submission of the essay

第7回

Feedback of comment, peer review, finding references & creating a reference list for essay #3

第8回

Peer review, revision, submission, additional reading material #3 & the preview of Unit 6

第9回

Unit 6 activities, creating an outline of essay #4 & brain storming

第10回

Draft writing of essay #4, additional reading material #4 & summary writing

第11回

Peer review, revision of essay #4, additional reading material #4 & summary writing

第12回

Feedback, revision, submission, additional reading material #5 & summary writing

第13回

Peer review, revision, inclusion of graphs and data & reference list
Feedback, comment, revision & summary writing

第14回

Feedback of comment, final submission of all the revisions

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class. The instructor will keep you informed at any changes.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), guidance, pair and group work, discussions,
paragraph and essay writing.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to study at home for up to two hours each week for class assignments and writing.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ 1 final paper: 30% ＆ 2 essays: 20%
小テスト
10 ％ Unit review quizzes (2 quizzes x 5%)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Attitude, attendance & participation
その他(備考欄を参照)
30 ％ Others (summarization of reading materials 20% ＆ tasks
10%)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The assignments submitted to the instructor are to be returned in the following class as soon as she finished comments.

教科書
Final Draft 3語学テクスト,Aquino-Cutcher, Asplin, Bohlke, & Lambert,Cambridge University Press,2016,978110749549
教科書コメント
Make sure to purchase a brandnew textbook from the bookstore before the course begins.
履修上の注意
You must complete Academic Skills I to enroll in this course.
その他
Students should have a backup file in electronic form as soon as they completed their homework, so make sure to save it to a
USB or send it to own email account carefully. The instructor may occasionally ask students to submit homework in electronic
form. On-time submission of homework assignment is the MUST. Place your typed assignment on the desk in front of the
instructor before each class begins.
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配当年次
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時間割

第１学期 火曜日 ２時限 南１－１０１.第１学期 金曜日 ２時限 南１－１０１

授業概要
Building on the knowledge base and abilities acquired in Academic Skills I, this course will continue to develop students' reading and writing
skills, this time with stronger emphases on reading longer, more sophisticated texts, on critical thinking about the texts and concepts therein,
and on note taking. Vocabulary development will continue to be a focus, using the Academic Word List (AWL) as the corpus. In addition, more
sophisticated research skills will be addressed to assist students in improving summarizing and paraphrasing skills, with the end goal of writing a
referenced academic essay.

到達目標
Continued development of effective reading skills, expansion of vocabulary and language usage, and training in writing for different
academic purposes. Students will learn to write an academic essay.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to course, class plan, purpose, essay writing, self-introduction ＆ preview of Unit 3

第2回

Unit 3 activities, creating an outline of draft, logic flow, brain storming APA style & writing a draft of essay #1

第3回

Peer review, revision, submission, Unit 3 test, additional reading material #1 & the preview of Unit 4

第4回

Unit 4 activities, brain storming, creating an outline of essay #2 & plagiarism

第5回

Peer review, revision, 1st submission, Unit 4 test, additional reading material #2 & the preview of Unit 5

第6回

Unit 5 activities, creating an outline and brain storming of essay #3 & draft submission
References, citation, elaboration, feedback & 2nd submission of the essay

第7回

Feedback of comment, peer review, finding references & creating a reference list for essay #3

第8回

Peer review, revision, submission, additional reading material #3 & the preview of Unit 6

第9回

Unit 6 activities, creating an outline of essay #4 & brain storming

第10回

Draft writing of essay #4, additional reading material #4 & summary writing

第11回

Peer review, revision of essay #4, additional reading material #4 & summary writing

第12回

Feedback, revision, submission, additional reading material #5 & summary writing

第13回

Peer review, revision, inclusion of graphs and data & reference list
Feedback, comment, revision & summary writing

第14回

Feedback of comment, final submission of all the revisions

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class. The instructor will keep you informed at any changes.
授業方法
Textbook activities (reading, vocabulary, grammar, discourse analysis, writing), guidance, pair and group work, discussions,
paragraph and essay writing.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to study at home for up to two hours each week for class assignments and writing.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ 1 final paper: 30% ＆ 2 essays: 20%
小テスト
10 ％ Unit review quizzes (2 quizzes x 5%)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Attitude, attendance & participation
その他(備考欄を参照)
30 ％ Others (summarization of reading materials 20% ＆ tasks
10%)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The assignments submitted to the instructor are to be returned in the following class as soon as she finished comments.

教科書
Final Draft 3語学テクスト,Aquino-Cutcher, Asplin, Bohlke, & Lambert,Cambridge University Press,2016,978110749549
教科書コメント
Make sure to purchase a brandnew textbook from the bookstore before the course begins.
履修上の注意
You must complete Academic Skills I to enroll in this course.
その他
Students should have a backup file in electronic form as soon as they completed their homework, so make sure to save it to a
USB or send it to own email account carefully. The instructor may occasionally ask students to submit homework in electronic
form. On-time submission of homework assignment is the MUST. Place your typed assignment on the desk in front of the
instructor before each class begins.
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学部 １年～４年

授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to the course
Academic presentation (1)
-5Ws and 1H approach and “telling a story”

第2回

Academic presentation (2)
-The PREP method
-Writing a “script”

第3回

Academic presentation (3)
-Speech rate & style
-Speech delivery styles (examples from TED talks) and speech rate
-English pronunciations and intonations: Phrasing & raising

第4回

Academic presentation (4)
-Social science research presentation
-What is social science?
-What is society?

第5回

Academic presentation (5)
-Citation and quotation
-Preparation for presentation
-Making power point slides

第6回

Mid-term presentation: Day 1
-Presentation and peer/self-evaluation

第7回

Mid-term presentation: Day 2
-Presentation and peer/self-evaluation
Additional activities (e.g., making a transcript)

第8回

Ingredients of Academic Presentation (1)
-“Purpose” and “Significance”
-“Problem” and “the Need to study”

第9回

Ingredients of Academic Presentation (2)
-Data
-“Evidence” as “example”

第10回

Ingredients of Academic Presentation (3)
-Literature review and/or presentation of previous research

第11回

Final presentation preparation
-Writing a script
-Making pp slides

第12回

Final presentation: Day 1
-Presentation and peer/self-evaluation

第13回

Final presentation: Day 2
-Presentation and peer/self-evaluation

第14回

Final presentation: Day 3
-Presentation and peer/self-evaluation
Additional activities (e.g., making a transcript)

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント

Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course. Assignments should (in principle) be posted to the Moodle by 9:00 am on the following
Tuesday (get a full credit by meeting this deadline).
授業方法
Active learning methods, including pair work, group work, online research and discussion, activities in class using the laptop PC,
and individual consultation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and the preparation time each week depends on
individuals (minimum of 60 minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
35 ％ Final presentation. Delivery 10%, Content 10%, and
Presence, including other aspects (e.g., being good
audience, commenting, & peer evaluation) 15%.
中間テスト
35 ％ Mid-term presentation. Delivery 10%, Content 10%, and
Presence, including other aspects (e.g., being good
audience, commenting, & peer evaluation) 15%.
レポート
10 ％ Presentation development, practice, and participation in
discussions and other activities on line.
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ One-minute paper (filled at the end of each class) and
participation in class activities, including group/pair work,
self- and peer-evaluations, and asking questions in class.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
General feedback will be given in class and individual students will be given report cards with evaluation and feedback.
参考文献
ネイティブ発音トレーニング：英語力ゼロの私がハリウッド俳優になれた,ケン・ケンセイ,日本実業出版社,978-4-534-05161-5
トラッドジャパン DVD Vol. 1-6,NHKエデュケーショナル,日本放送出版協会（NHK出版）
参考文献コメント
Reference books are available at the Hokei Library.
その他
-Bring your laptop to the class every week. You may be required to use a device with a video-recording function (e.g.
smartphone, tables/laptop with a camera).
-There may be schedule changes due to room availability for video-taping
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授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation: Schedule and Rules
What did you do last semester?
Posture, eye-contact, voice inflection, visual, structure
Self-Introduction with good posture, eye contact, structure
HW: Moodle entry – who is a “typical” Japanese?
List of your presentation topics in Semester 1

第2回

Making a presentation on Japan and Japanese Society using data or/and evidence
A short lecture and group discussion on the controversy of “Japaneseness” (Nihonjinron)
Choosing a topic for the first presentation/Grouping
HW: Topic Questions

第3回

Presentation Preparation 1:
Question – Hypothesis – Support/Refute
Sources of data
Sharing the possible questions
Looking for reliable data
Referencing and plagiarism

第4回

Presentation Preparation 2:
Transitions in group presentation
Effective slides
Assignments and useful phrases
Presentation of data and messages through pictures and texts

第5回

Presentation Preparation 3:
Effective delivery
Emphases in speech (the use of pauses, change of pace and tone)
Rehearsal

第6回

Presentation Day 1: Presentation and peer/self-evaluation, Reflection

第7回

Presentation Day 2: Presentation and peer/self-evaluation, Reflection

第8回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 1
Introduction to a persuasive presentation (opinion) and the importance of data/evidence
Controversial social issues in Japan:
Supporting your opinion with data and facts
HW: Topic selection and your opinion

第9回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 2
Presentation outline
Sharing the topic and opinion in pairs/groups
Finding appropriate data and facts to support your argument
HW: Submitting the outline

第10回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 3
Persuasive words and transitions
Script development
HW: Script development

第11回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 4
Review of speech technique: Rehearsal
HW: Slide submission

第12回

Final Presentation Day 1: Presentation and peer/self-evaluation Block A

第13回

Final Presentation Day 2: Presentation and peer/self-evaluation Block B

第14回

Final Presentation Day 3: Presentation and peer/self-evaluation Block C

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法
Flipped learning (watching video and reading in advance), Pair-work, Group-work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
40 ％ Final Presentation
中間テスト
30 ％ First Presentation
レポート
15 ％ Presentation Development
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％ Class Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
First Presentation: One presentation with data Delivery 15% Content 15%, Final Presentation: 5 to 6-minute individual
presentation in the final two weeks Delivery 15% Content 25%, Presentation Development: Homework set for each week will help
you develop your presentation. Timely submission and showing understanding of what needs to be done will be checked.
Participation: In class activities, mainly as an audience providing feedback and asking questions.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Participation: General feedback will be given in class with examples.
Final presentation: Feedback for each presentation will be sent to each student.
First presentation: Written feedback for each presentation will be given individually.
Presentation Development: Written feedback for each presentation will be given individually.
参考文献
Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty,Kawano, Roberts, Orpett Long,University of Hawaii
Press,0824838696
An Introduction to Japanese Society,Yoshio, Sugimoto,Cambridge University Press,1107626676
参考文献コメント
Availabe in the Hokei Tosho Centre.
その他
Please bring your laptop to the class every week. For practice, you are required to use a device with a video-recording function
(e.g. smartphone, tables/laptop with a camera).
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授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation: Schedule and Rules
What did you do last semester?
Posture, eye-contact, voice inflection, visual, structure
Self-Introduction with good posture, eye contact, structure
HW: Moodle entry – who is a “typical” Japanese?
List of your presentation topics in Semester 1

第2回

Making a presentation on Japan and Japanese Society using data or/and evidence
A short lecture and group discussion on the controversy of “Japaneseness” (Nihonjinron)
Choosing a topic for the first presentation/Grouping
HW: Topic Questions

第3回

Presentation Preparation 1:
Question – Hypothesis – Support/Refute
Sources of data
Sharing the possible questions
Looking for reliable data
Referencing and plagiarism

第4回

Presentation Preparation 2:
Transitions in group presentation
Effective slides
Assignments and useful phrases
Presentation of data and messages through pictures and texts

第5回

Presentation Preparation 3:
Effective delivery
Emphases in speech (the use of pauses, change of pace and tone)
Rehearsal

第6回

Presentation Day 1: Presentation and peer/self-evaluation, Reflection

第7回

Presentation Day 2: Presentation and peer/self-evaluation, Reflection

第8回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 1
Introduction to a persuasive presentation (opinion) and the importance of data/evidence
Controversial social issues in Japan:
Supporting your opinion with data and facts
HW: Topic selection and your opinion

第9回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 2
Presentation outline
Sharing the topic and opinion in pairs/groups
Finding appropriate data and facts to support your argument
HW: Submitting the outline

第10回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 3
Persuasive words and transitions
Script development
HW: Script development

第11回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 4
Review of speech technique: Rehearsal
HW: Slide submission

第12回

Final Presentation Day 1: Presentation and peer/self-evaluation Block A

第13回

Final Presentation Day 2: Presentation and peer/self-evaluation Block B

第14回

Final Presentation Day 3: Presentation and peer/self-evaluation Block C

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法
Flipped learning (watching video and reading in advance), Pair-work, Group-work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
40 ％ Final Presentation
中間テスト
30 ％ First Presentation
レポート
15 ％ Presentation Development
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％ Class Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
First Presentation: One presentation with data Delivery 15% Content 15%, Final Presentation: 5 to 6-minute individual
presentation in the final two weeks Delivery 15% Content 25%, Presentation Development: Homework set for each week will help
you develop your presentation. Timely submission and showing understanding of what needs to be done will be checked.
Participation: In class activities, mainly as an audience providing feedback and asking questions.
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
being late, send the instructor an email message before the assignment is due. If it is a very good reason work may be accepted
without penalty.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Participation: General feedback will be given in class with examples.
Final presentation: Feedback for each presentation will be sent to each student.
First presentation: Written feedback for each presentation will be given individually.
Presentation Development: Written feedback for each presentation will be given individually.
参考文献
Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty,Kawano, Roberts, Orpett Long,University of Hawaii
Press,0824838696
An Introduction to Japanese Society,Yoshio, Sugimoto,Cambridge University Press,1107626676
参考文献コメント
Availabe in the Hokei Tosho Centre.
その他
Please bring your laptop to the class every week. For practice, you are required to use a device with a video-recording function
(e.g. smartphone, tables/laptop with a camera).
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授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Review of first semester.

第2回

Choosing and researching suitable topics for analysis.

第3回

Strategies for providing a balanced presentation.

第4回

Analysing information and presenting it to your audience.

第5回

First short analytical oral presentations (1).

第6回

First short analytical oral presentations (2).

第7回

First short analytical oral presentations (3).

第8回

Teacher provides individual feedback on analytical oral presentations.

第9回

Strategies for persuasive speaking.

第10回

Choosing and researching suitable topics for persuasion. Final draft work for second presentation.

第11回

Final persuasive oral presentations (1).

第12回

Final persuasive oral presentations (2).

第13回

Final persuasive oral presentations (3).

第14回

Teacher provides individual feedback on persuasive oral presentations. Review of course objectives.

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業方法
Classes will be conducted in English and will comprise a mixture of lectures, discussions, and student presentations. The emphasis
will be on participation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions and group work. Students will also need
at least one hour per week for research outside of class time.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
70 ％ Students will make two oral presentations.
成績評価コメント
Evaluations will be based on research, class participation, one short analytical oral presentations (of approximately 8-10 minutes,
in English) and one longer persuasive paired oral presentation (of approximately 12-15 minutes, in English).
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive verbal and written feedback from me and will also receive peer reviews.

教科書コメント
No text book is required. Handouts will be provided as needed.
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時間割

第２学期 水曜日 １時限 南１－３０３
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配当年次

学部 １年～４年

授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Orientation and Introduction to Pecha Kucha

第2回

Pecha Kucha Visuals

第3回

Japanese Society: Pecha Kucha Presentations I

第4回

Japanese Society: Pecha Kucha Presentations II

第5回

Japanese Society: Pecha Kucha Presentations III

第6回

TED Talks

第7回

TED: One Clear Idea (Hypothesis)

第8回

Capture the Audience’s Attention

第9回

Paraphrasing & Metaphor

第10回

Timing

第11回

TED Talks Full-dress Rehearsal

第12回

Issues in Japan: TED Talks I

第13回

Issues in Japan: TED Talks II

第14回

Issues in Japan: TED Talks III

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業方法
Collaborative learning, CLIL, online research, and individual consultation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet research, reading the materials, and preparing presentation materials) each
week. The time required to complete homework and the preparation time each week depends on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
30 ％ One pecha kucha presentation. Delivery 15% Content 15%
Written feedback will be given for each presentation.
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
15 ％ In class activities, particularly as an audience providing
feedback and asking questions. General feedback will be
given in class with examples.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％ In class activities, particularly as an audience providing
feedback and asking questions. General feedback will be
given in class with examples.
その他(備考欄を参照)
40 ％ 6 to 7-minute TED Talk presentation in the final two weeks.
Delivery 20% Content 20% Feedback for each presentation
will be sent to each student.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Oral feedback will be given in class when possible, or by Moodle when not possible.
教科書コメント
No textbook

講義コード

U510105106

科目名

PresentationⅡ

副題

Japanese Society

英文科目名

PresentationⅡ

担当者名

WILSON， Bernard Francis

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ２時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051H157

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Review of first semester.

第2回

Choosing and researching suitable topics for analysis.

第3回

Strategies for providing a balanced presentation.

第4回

Persuading your audience.

第5回

First short analytical oral presentations (1).

第6回

First short analytical oral presentations (2).

第7回

Teacher provides individual feedback on first short analytical oral presentations. Students nominate second short
analytical presentation topics.

第8回

Second short analytical oral presentations (1).

第9回

Second short analytical oral presentations (2).

第10回

Teacher provides individual feedback on second oral presentations. Public speaking: strategies for using argument
in presentations. Students nominate topics for final persuasive oral presentations.

第11回

Final persuasive oral presentations (1).

第12回

Final persuasive oral presentations (2).

第13回

Final persuasive oral presentations (3).

第14回

Teacher provides individual feedback on persuasive oral presentations. Review of course objectives.

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業方法
Classes will be conducted in English and will comprise a mixture of lectures, discussions, and student presentations. The emphasis
will be on participation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions and group work. Students will also need
at least one hour per week for research outside of class time.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％
その他(備考欄を参照)
80 ％ Students will make three oral presentations.
成績評価コメント
Evaluations will be based on research, class participation, two short analytical oral presentations (of approximately 8-10 minutes,
in English) and one longer persuasive oral presentation (of approximately 12-15 minutes, in English).
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

Students will receive verbal and written feedback from me and will also receive peer reviews.
教科書コメント
No text book is required. Handouts will be provided as needed.

講義コード

U510105107

科目名
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副題

Japanese Society

英文科目名

PresentationⅡ

担当者名

PAYDON， Steven

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ２時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051H157

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Orientation and Introduction to Pecha Kucha

第2回

Pecha Kucha Visuals

第3回

Japanese Society: Pecha Kucha Presentations I

第4回

Japanese Society: Pecha Kucha Presentations II

第5回

Japanese Society: Pecha Kucha Presentations III

第6回

TED Talks

第7回

TED: One Clear Idea (Hypothesis)

第8回

Capture the Audience’s Attention

第9回

Paraphrasing & Metaphor

第10回

Timing

第11回

TED Talks Full-dress Rehearsal

第12回

Issues in Japan: TED Talks I

第13回

Issues in Japan: TED Talks II

第14回

Issues in Japan: TED Talks III

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業方法
Collaborative learning, CLIL, online research, and individual consultation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet research, reading the materials, and preparing presentation materials) each
week. The time required to complete homework and the preparation time each week depends on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
30 ％ One pecha kucha presentation. Delivery 15% Content 15%
Written feedback will be given for each presentation.
中間テスト
レポート
小テスト
15 ％ On-going assessment of the material preparation and
presentation practice. Feedback will be given in class, or
individual consultation.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％ In class activities, particularly as an audience providing
feedback and asking questions. General feedback will be
given in class with examples.
その他(備考欄を参照)
40 ％ 6 to 7-minute TED Talk presentation in the final two weeks.
Delivery 20% Content 20% Feedback for each presentation
will be sent to each student.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Oral feedback will be given in class when possible, or via Moodle when not.
教科書コメント
No textbook required

講義コード

U510105108

科目名
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副題

Japanese Society

英文科目名

PresentationⅡ

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ２時限 南１－２０３

科目ナンバリング

051H157

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to the course
Academic presentation (1)
-5Ws and 1H approach and “telling a story”

第2回

Academic presentation (2)
-The PREP method
-Writing a “script”

第3回

Academic presentation (3)
-Speech rate & style
-Speech delivery styles (examples from TED talks) and speech rate
-English pronunciations and intonations: Phrasing & raising

第4回

Academic presentation (4)
-Social science research presentation
-What is social science?
-What is society?

第5回

Academic presentation (5)
-Citation and quotation
-Preparation for presentation
-Making power point slides

第6回

Mid-term presentation: Day 1
-Presentation and peer/self-evaluation

第7回

Mid-term presentation: Day 2
-Presentation and peer/self-evaluation
Additional activities (e.g., making a transcript)

第8回

Ingredients of Academic Presentation (1)
-“Purpose” and “Significance”
-“Problem” and “the Need to study”

第9回

Ingredients of Academic Presentation (2)
-Data
-“Evidence” as “example”

第10回

Ingredients of Academic Presentation (3)
-Literature review and/or presentation of previous research

第11回

Final presentation preparation
-Writing a script
-Making pp slides

第12回

Final presentation: Day 1
-Presentation and peer/self-evaluation

第13回

Final presentation: Day 2
-Presentation and peer/self-evaluation

第14回

Final presentation: Day 3
-Presentation and peer/self-evaluation
Additional activities (e.g., making a transcript)

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント

Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course. Assignments should (in principle) be posted to the Moodle by 9:00 am on the following
Tuesday (get a full credit by meeting this deadline).
授業方法
Active learning methods, including pair work, group work, online research and discussion, activities in class using the laptop PC,
and individual consultation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and the preparation time each week depends on
individuals (minimum of 60 minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
35 ％ Final presentation. Delivery 10%, Content 10%, and
Presence, including other aspects (e.g., being good
audience, commenting, & peer evaluation) 15%.
中間テスト
35 ％ Mid-term presentation. Delivery 10%, Content 10%, and
Presence, including other aspects (e.g., being good
audience, commenting, & peer evaluation) 15%.
レポート
10 ％ Presentation development, practice, and participation in
discussions and other activities on line.
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ One-minute paper (filled at the end of each class) and
participation in class activities, including group/pair work,
self- and peer-evaluations, and asking questions in class.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
General feedback will be given in class and individual students will be given report cards with evaluation and feedback.
参考文献
ネイティブ発音トレーニング：英語力ゼロの私がハリウッド俳優になれた,ケン・ケンセイ,日本実業出版社,978-4-534-05161-5
トラッドジャパン DVD Vol. 1-6,NHKエデュケーショナル,日本放送出版協会（NHK出版）
参考文献コメント
Reference books are available at the Hokei Library.
その他
-Bring your laptop to the class every week. You may be required to use a device with a video-recording function (e.g.
smartphone, tables/laptop with a camera).
-There may be schedule changes due to room availability for video-taping

講義コード

U510105109

科目名

PresentationⅡ

副題

Japanese Society

英文科目名

PresentationⅡ

担当者名

入江 恵

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ２時限 南１－３０１

科目ナンバリング
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配当年次

学部 １年～４年

授業概要
In this class, students will learn academic English skills, knowledge, and broad perspectives that are needed to study, examine,
discuss, and make effective presentations on various spheres of Japanese society. The students will also learn the ways to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese society through Internet and other resources, and the processes to
put them together to make an academic presentation for social science audiences.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation: Schedule and Rules
What did you do last semester?
Posture, eye-contact, voice inflection, visual, structure
Self-Introduction with good posture, eye contact, structure
HW: Moodle entry – who is a “typical” Japanese?
List of your presentation topics in Semester 1

第2回

Making a presentation on Japan and Japanese Society using data or/and evidence
A short lecture and group discussion on the controversy of “Japaneseness” (Nihonjinron)
Choosing a topic for the first presentation/Grouping
HW: Topic Questions

第3回

Presentation Preparation 1:
Question – Hypothesis – Support/Refute
Sources of data
Sharing the possible questions
Looking for reliable data
Referencing and plagiarism

第4回

Presentation Preparation 2:
Transitions in group presentation
Effective slides
Assignments and useful phrases
Presentation of data and messages through pictures and texts

第5回

Presentation Preparation 3:
Effective delivery
Emphases in speech (the use of pauses, change of pace and tone)
Rehearsal

第6回

Presentation Day 1: Presentation and peer/self-evaluation, Reflection

第7回

Presentation Day 2: Presentation and peer/self-evaluation, Reflection

第8回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 1
Introduction to a persuasive presentation (opinion) and the importance of data/evidence
Controversial social issues in Japan:
Supporting your opinion with data and facts
HW: Topic selection and your opinion

第9回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 2
Presentation outline
Sharing the topic and opinion in pairs/groups
Finding appropriate data and facts to support your argument
HW: Submitting the outline

第10回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 3
Persuasive words and transitions
Script development
HW: Script development

第11回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 4
Review of speech technique: Rehearsal
HW: Slide submission

第12回

Final Presentation Day 1: Presentation and peer/self-evaluation Block A

第13回

Final Presentation Day 2: Presentation and peer/self-evaluation Block B

第14回

Final Presentation Day 3: Presentation and peer/self-evaluation Block C

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法
Flipped learning (watching video and reading in advance), Pair-work, Group-work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
40 ％ Final Presentation
中間テスト
30 ％ First Presentation
レポート
15 ％ Presentation Development
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％ Class Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
First Presentation: One presentation with data Delivery 15% Content 15%, Final Presentation: 5 to 6-minute individual
presentation in the final two weeks Delivery 15% Content 25%, Presentation Development: Homework set for each week will help
you develop your presentation. Timely submission and showing understanding of what needs to be done will be checked.
Participation: In class activities, mainly as an audience providing feedback and asking questions.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Participation: General feedback will be given in class with examples.
Final presentation: Feedback for each presentation will be sent to each student.
First presentation: Written feedback for each presentation will be given individually.
Presentation Development: Written feedback for each presentation will be given individually.
参考文献
Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty,Kawano, Roberts, Orpett Long,University of Hawaii
Press,0824838696
An Introduction to Japanese Society,Yoshio, Sugimoto,Cambridge University Press,1107626676
参考文献コメント
Availabe in the Hokei Tosho Centre.
その他
Please bring your laptop to the class every week. For practice, you are required to use a device with a video-recording function
(e.g. smartphone, tables/laptop with a camera).

講義コード
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配当年次

学部 １年～４年

授業概要
In this class, students will learn basic academic English skills, vocabulary, and broad perspectives that are needed to study,
examine, discuss, and make effective presentations on various aspects of Japanese culture. They will also learn how to gather
textual materials written and spoken in English about Japanese culture on the Internet, and the processes to put them together to
make meaningful presentations for audiences interested in social science.
到達目標
This course will help students develop intermediate abilities to integrate four areas of language study (i.e., reading, writing,
listening, and speaking) and to make effective presentations in the fields of social science research. This course will also allow
students to understand and examine diverse aspects of Japanese society.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation: Schedule and Rules
What did you do last semester?
Posture, eye-contact, voice inflection, visual, structure
Self-Introduction with good posture, eye contact, structure
HW: Moodle entry – who is a “typical” Japanese?
List of your presentation topics in Semester 1

第2回

Making a presentation on Japan and Japanese Society using data or/and evidence
A short lecture and group discussion on the controversy of “Japaneseness” (Nihonjinron)
Choosing a topic for the first presentation/Grouping
HW: Topic Questions

第3回

Presentation Preparation 1:
Question – Hypothesis – Support/Refute
Sources of data
Sharing the possible questions
Looking for reliable data
Referencing and plagiarism

第4回

Presentation Preparation 2:
Transitions in group presentation
Effective slides
Assignments and useful phrases
Presentation of data and messages through pictures and texts

第5回

Presentation Preparation 3:
Effective delivery
Emphases in speech (the use of pauses, change of pace and tone)
Rehearsal

第6回

Presentation Day 1: Presentation and peer/self-evaluation, Reflection

第7回

Presentation Day 2: Presentation and peer/self-evaluation, Reflection

第8回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 1
Introduction to a persuasive presentation (opinion) and the importance of data/evidence
Controversial social issues in Japan:
Supporting your opinion with data and facts
HW: Topic selection and your opinion

第9回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 2
Presentation outline
Sharing the topic and opinion in pairs/groups
Finding appropriate data and facts to support your argument
HW: Submitting the outline

第10回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 3
Persuasive words and transitions
Script development
HW: Script development

第11回

Final Presentation (Persuasive/Individual): Preparation 4
Review of speech technique: Rehearsal
HW: Slide submission

第12回

Final Presentation Day 1: Presentation and peer/self-evaluation Block A

第13回

Final Presentation Day 2: Presentation and peer/self-evaluation Block B

第14回

Final Presentation Day 3: Presentation and peer/self-evaluation Block C

第15回

Course Review, Feedback, and Reflection

授業計画コメント
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
授業方法
Flipped learning (watching video and reading in advance), Pair-work, Group-work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be a fair amount of homework (e.g., Internet search, reading the textbook and watching a short DVD, and preparing
presentation materials) each week. The time required to complete homework and preparation depend on individuals (minimum of 60
minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
40 ％ Final Presentation
中間テスト
30 ％ First Presentation
レポート
15 ％ Presentation Development
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％ Class Participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
First Presentation: One presentation with data Delivery 15% Content 15%, Final Presentation: 5 to 6-minute individual
presentation in the final two weeks Delivery 15% Content 25%, Presentation Development: Homework set for each week will help
you develop your presentation. Timely submission and showing understanding of what needs to be done will be checked.
Participation: In class activities, mainly as an audience providing feedback and asking questions.
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
being late, send the instructor an email message before the assignment is due. If it is a very good reason work may be accepted
without penalty.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Participation: General feedback will be given in class with examples.
Final presentation: Feedback for each presentation will be sent to each student.
First presentation: Written feedback for each presentation will be given individually.
Presentation Development: Written feedback for each presentation will be given individually.
参考文献
Capturing Contemporary Japan: Differentiation and Uncertainty,Kawano, Roberts, Orpett Long,University of Hawaii
Press,0824838696
An Introduction to Japanese Society,Yoshio, Sugimoto,Cambridge University Press,1107626676
参考文献コメント
Availabe in the Hokei Tosho Centre.
その他
Please bring your laptop to the class every week. For practice, you are required to use a device with a video-recording function
(e.g. smartphone, tables/laptop with a camera).
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授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation: Instructor, learner and course introductions. Presentation Preparation for Learning Plan 2.
HW: Complete presentation preparation.

第2回

Learning Plan 2 Presentations and Group Reflections.
HW: Peer learning assignment

第3回

Learning Plan 2 Presentations and Learning Resources Instruction.
HW: Learning resources assignments

第4回

Motivation Module. Planning Learning Plan 3 (Five-Week Plan)
HW: Design Learning Plan 3.

第5回

Share and Refine Learning Plan 3. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 3, Week 1

第6回

Group Discussion of Learning Plan 3, Week 1 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 3, Weeks 2 & 3 Note: There are two weeks between classes due to the school
festival.

第7回

Group Discussion of Learning Plan 3, Week 2 & 3 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 3, Week 4

第8回

Group Discussion of Learning Plan 3, Week 4 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 3, Week 5.

第9回

Group Discussion of Learning Plan 3, Week 5 Outcomes. Presentation Preparation (Goals, Plans, Outcomes,
Reflections).
HW: Presentation Preparation

第10回

Learning Plan 3 Presentations and Group Reflections
HW: Peer learning assignment

第11回

Learning Plan 3 Presentations. Planning Learning Plan 4 (Post-Course Learning Plan).
HW: Design Learning Plan 4 (Due Lesson 13)

第12回

In-class assessment
CASEC Exam
HW: Learning resources assignments.

第13回

Share and Refine Learning Plan 4 (Post-Course Learning Plan).
HW: Complete the final draft of Learning Plan 4.

第14回

Peer-Evaluation of Learning Plan 4. Self-assessment Tasks.
HW: Motivation assignment.

第15回

Course Review and Reflection.
HW: Carry out Learning Plan 4.

授業計画コメント
Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.

Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
40 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study 語彙勉強 10% Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
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授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation
Review and consolidation activities. Pair and group discussion
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignment

第2回

Learning Plan 2: Results Presentation
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第3回

Development of Vocabulary Learning Strategies (VLS)
Introducing VLS and how to measure vocabulary size
HW 2: Vocabulary Learning Strategies (VLS) Assignment and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第4回

Development of Listening Learning Strategies 1
Introducing extensive listening and explaining how to develop note-taking with listening
HW 3: Listening Learning Strategies and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第5回

Development of Listening Learning Strategies 2
Listening Test-taking skills
HW 4: Listening Learning Strategies and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第6回

Development of Reading Learning Strategies 1
Extensive and Speed Reading
HW 5: Extensive Reading and Carrying out of SDL individual plan (90minutes))

第7回

Tutorial Session: Motivation
Different types of Motivation and self-regulation
HW 6: Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第8回

Development of Writing Strategies 1
Introducing Extensive Writing
HW 7: Writing summary, reflection and written response and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第9回

Development of Writing Strategies 2
Writing Test-taking skills and evaluation of Writing
HW 8: Peer editing of partner's writing and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第10回

Development of Speaking Strategies 1
Introducing Extensive speaking and discussion
HW 9: Pairwork discussion (recording, transcribing and evaluating discussion) and Carrying out of SDL individual
plan (90minutes)

第11回

Development of Speaking Strategies 2
Speaking Test-taking skills and presentation advice
HW 10: Preparing for next weeks presentation and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第12回

In-class assessment
CASEC Exam
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Learning Plan 3 Results Presentation
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments
Homework: Write Self-Evaluation of work done for SDL2 and draft Learning Plan 4

第14回

Course Evaluation and Reflection
HAND IN LEARNING PLAN 4

第15回

授業計画コメント
Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
35 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
15 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study; オンラインでの語彙勉強 10%
Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.
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授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation
Review and consolidation activities. Pair and group discussion
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignment

第2回

Learning Plan 2: Results Presentation
Ｐresentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第3回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第4回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第5回

Designing Learning Plans Part 3
Designing Learning Plans Part 3
HW: Complete Learning Plan 3

第6回

Peer and instructor feedback on Learning Plan 3
Peer discussions: Share Learning Plan 3
HW: Revise and carry out Learning Plan 3

第7回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 3

第8回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 3

第9回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 3

第10回

Improving language and language learning skills
Presentation Preparation
Peer discussions: Tutorial session
Prepare for Presentation of results of Learning Plan 3
HW: Carry out Learning Plan 3; Practice Presentation

第11回

Learning Plan 3 Results Presentation
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第12回

In-class assessment
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Designing Learning Plan 4
Creating a future language learning plan for continued autonomous language study.
Self-evaluation
HW: Prepare to present Learning Plan 4

第14回

Presenting Learning Plan 4
Peer and instructor feedback on Learning Plan 4
HW: Begin to carry out Learning Plan 4

第15回

Reflection

Peer and instructor feedback: Consolidation
授業計画コメント
Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, and also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
30 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
20 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study; 語彙勉強 10% Extensive Reading 多
読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.
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授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation
Review and consolidation activities. Pair and group discussion
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignment

第2回

Learning Plan 2: Results Presentation
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第3回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第4回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第5回

Designing Learning Plans Part 3
Designing Learning Plans Part 3
HW: Complete Learning Plan Part 3

第6回

Peer and instructor feedback on Learning Plan 3
Peer discussions: Share Learning Plan Part 3
HW: Revise and carry out Learning Plan Part 3

第7回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan Part 3

第8回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan Part 3

第9回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan Part 3

第10回

Improving language and language learning skills
Presentation Preparation
Peer discussions: Tutorial session
Prepare for Presentation of results of Learning Plan Part 3
HW: Carry out Learning Plan Part 3; Practice Presentation

第11回

Learning Plan 3 Results Presentation
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第12回

In-class assessment
CASEC Exam
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Designing Learning Plan 4
Creating a future language learning plan for continued autonomous language study.
Self-evaluation
HW: Prepare to present Learning Plans Part 4

第14回

Presenting Learning Plan 4
Peer and instructor feedback on Learning Plan 4
HW: Begin to carry out Learning Plans Part 4

第15回

Reflection
Peer and instructor feedback: Consolidation

授業計画コメント
Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
35 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
15 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study; オンラインでの語彙勉強 10%
Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.
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授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation
Review and consolidation activities
HW: Prepare results presentations

第2回

Results Presentations of Learning Plan 2
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Results Report of Learning Plan 2

第3回

Designing Learning Plan 3
In-class activities, peer consultation, ｔutorial sessions
HW: Complete Learning Plan 3

第4回

Sharing and improving Learning Plan 3
Strategy instruction, tutorial sessions
HW: Carry out Learning Plan 3

第5回

Cognitive Learning Strategies I
Strategy instruction, in-class activities
HW: Carry out Learning Plan 3

第6回

Cognitive Learning Strategies II
Strategy instruction, in-class activities
HW: Carry out Learning Plan 3

第7回

Affective Learning Strategies
Strategy instruction, in-class activies
HW: Carry out Learning Plan 3

第8回

Interactive Learning Strategies & Evaluating Learning Plan 3
Strategy instruction, in-class activies
HW: Results Report of Learning Plan 3

第9回

Designing Learning Plan 4
In-class activities, peer consultation, tutorial sessions
HW: Complete Learning Plan 4

第10回

CLIL in SDL I
Strategy instruction, in-class activities, group project, tutorial sessions
HW: Carry out Learning Plan 4, prepare group demonstration of CLIL learning

第11回

CLIL in SDL II
Group demonstration, tutorial sessions
HW: Carry out Learning Plan 4

第12回

In-class assessment
HW: Carry out Learning Plan 4

第13回

Poster presentations
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Results Report of Learning Plan 4

第14回

PDCA in SDL & planning for future
Self-evaluation
HW: Complete Learning Plan for future

第15回

Reflection
Consolidation, tutorial sessions

授業計画コメント

Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations, peer discussions and group work, one-on-one tutorial sessions, and outof-class assignments aiming at more effective self-directed learning. By the end of the course, students will be able to design a
learning plan integrating a variety of learning strategies, carry it out and keep learning to achieve their goals.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to spend at least 30 minutes a day for their own self-directed learning and 30 minutes a week for other
assignments outside the classroom.
授業外で、自分自身の自律学習として１日30分以上、授業の課題に週30分程度を確保することを期待する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
40 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study; 語彙学習 / 10% Extensive Reading
多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
・Active participation and peer support: Continuous feedback through in-class conferences and on Moodle
積極的な授業への参加とピアサポート：授業内およびMoodle上での継続的なフィードバック
・Learing Plans and Results Reports: Continuous feedback through in-class conferences and on Moodle
学習計画と結果報告：授業内およびMoodle上での継続的なフィードバック
・Vocabulary study and extensive reading: Progress report and in-class feedback
語彙学習と多読：進捗レポートと授業内でのフィードバック
・Quizzes: In-class scoring and feedback
小テスト：授業内での解答解説
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week. 自分のノートパソコンを毎回持参すること。
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授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation
Review and consolidation activities. Pair and group discussion
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignment

第2回

Learning Plan 2: Results Presentation
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第3回

Development of Vocabulary Learning Strategies (VLS)
Introducing VLS and how to measure vocabulary size
HW 2: Vocabulary Learning Strategies (VLS) Assignment and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第4回

Development of Listening Learning Strategies 1
Introducing extensive listening and explaining how to develop note-taking with listening
HW 3: Listening Learning Strategies and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第5回

Development of Listening Learning Strategies 2
Listening Test-taking skills
HW 4: Listening Learning Strategies and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第6回

Development of Reading Learning Strategies 1
Extensive and Speed Reading
HW 5: Extensive Reading and Carrying out of SDL individual plan (90minutes))

第7回

Tutorial Session: Motivation
Different types of Motivation and self-regulation
HW 6: Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第8回

Development of Writing Strategies 1
Introducing Extensive Writing
HW 7: Writing summary, reflection and written response and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第9回

Development of Writing Strategies 2
Writing Test-taking skills and evaluation of Writing
HW 8: Peer editing of partner's writing and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第10回

Development of Speaking Strategies 1
Introducing Extensive speaking and discussion
HW 9: Pairwork discussion (recording, transcribing and evaluating discussion) and Carrying out of SDL individual
plan (90minutes)

第11回

Development of Speaking Strategies 2
Speaking Test-taking skills and presentation advice
HW 10: Preparing for next weeks presentation and Carrying out of SDL individual plan (90minutes)

第12回

In-class assessment
CASEC Exam
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Learning Plan 3 Results Presentation
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments
Homework: Write Self-Evaluation of work done for SDL2 and draft Learning Plan 4

第14回

Course Evaluation and Reflection
HAND IN LEARNING PLAN 4

第15回

授業計画コメント
Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
35 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
15 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study; オンラインでの語彙勉強 10%
Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.

講義コード

U510107107

科目名

Self-Directed LearningⅡ

英文科目名

Self-Directed LearningⅡ

担当者名

DELGREGO， Nicholas Dirk

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－３０４

科目ナンバリング

051H158

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation
Review and consolidation activities. Pair and group discussion
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignment

第2回

Learning Plan 2: Results Presentation
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第3回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第4回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第5回

Designing Learning Plans Part 3
Designing Learning Plans Part 3
HW: Complete Learning Plan Part 3

第6回

Peer and instructor feedback on Learning Plan 3
Peer discussions: Share Learning Plan Part 3
HW: Revise and carry out Learning Plan Part 3

第7回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan Part 3

第8回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan Part 3

第9回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan Part 3

第10回

Improving language and language learning skills
Presentation Preparation
Peer discussions: Tutorial session
Prepare for Presentation of results of Learning Plan Part 3
HW: Carry out Learning Plan Part 3; Practice Presentation

第11回

Learning Plan 3 Results Presentation
Poster presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第12回

In-class assessment
CASEC Exam
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Designing Learning Plan 4
Creating a future language learning plan for continued autonomous language study.
Self-evaluation
HW: Prepare to present Learning Plans Part 4

第14回

Presenting Learning Plan 4
Peer and instructor feedback on Learning Plan 4
HW: Begin to carry out Learning Plans Part 4

第15回

Reflection
Peer and instructor feedback: Consolidation

授業計画コメント
Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
35 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
15 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study; オンラインでの語彙勉強 10%
Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.

講義コード

U510107108

科目名

Self-Directed LearningⅡ

英文科目名

Self-Directed LearningⅡ

担当者名

OHASHI， Louise Pamela

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051H158

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation: Instructor, learner and course introductions. Presentation Preparation for Learning Plan 2.
HW: Complete presentation preparation.

第2回

Learning Plan 2 Presentations and Group Reflections.
HW: Peer learning assignment

第3回

Learning Plan 2 Presentations and Learning Resources Instruction.
HW: Learning resources assignments

第4回

Motivation Module. Planning Learning Plan 3 (Five-Week Plan)
HW: Design Learning Plan 3.

第5回

Share and Refine Learning Plan 3. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 3, Week 1

第6回

Group Discussion of Learning Plan 3, Week 1 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 3, Weeks 2 & 3 Note: There are two weeks between classes due to the school
festival.

第7回

Group Discussion of Learning Plan 3, Week 2 & 3 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 3, Week 4

第8回

Group Discussion of Learning Plan 3, Week 4 Outcomes. Peer-to-peer/Instructor Introduction of Learner
Resources/Study Methods.
HW: Carry out Learning Plan 3, Week 5.

第9回

Group Discussion of Learning Plan 3, Week 5 Outcomes. Presentation Preparation (Goals, Plans, Outcomes,
Reflections).
HW: Presentation Preparation

第10回

Learning Plan 3 Presentations and Group Reflections
HW: Peer learning assignment

第11回

Learning Plan 3 Presentations. Planning Learning Plan 4 (Post-Course Learning Plan).
HW: Design Learning Plan 4 (Due Lesson 13)

第12回

In-class assessment
CASEC Exam
HW: Learning resources assignments.

第13回

Share and Refine Learning Plan 4 (Post-Course Learning Plan).
HW: Complete the final draft of Learning Plan 4.

第14回

Peer-Evaluation of Learning Plan 4. Self-assessment Tasks.
HW: Motivation assignment.

第15回

Course Review and Reflection.
HW: Carry out Learning Plan 4.

授業計画コメント
Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, but also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.

Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
40 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study 語彙勉強 10% Extensive Reading 多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.

講義コード

U510107109

科目名

Self-Directed LearningⅡ

英文科目名

Self-Directed LearningⅡ

担当者名

林 剛大

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－２０２

科目ナンバリング

051H158

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation
Review and consolidation activities. Pair and group discussion
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignment

第2回

Learning Plan 2: Results Presentation
Ｐresentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第3回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第4回

Improving language and language learning skills
Learning resources instruction: Tutorial session
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第5回

Designing Learning Plans Part 3
Designing Learning Plans Part 3
HW: Complete Learning Plan 3

第6回

Peer and instructor feedback on Learning Plan 3
Peer discussions: Share Learning Plan 3
HW: Revise and carry out Learning Plan 3

第7回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 3

第8回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 3

第9回

Improving language and language learning skills
Peer discussions: Tutorial session
HW: Carry out Learning Plan 3

第10回

Improving language and language learning skills
Presentation Preparation
Peer discussions: Tutorial session
Prepare for Presentation of results of Learning Plan 3
HW: Carry out Learning Plan 3; Practice Presentation

第11回

Learning Plan 3 Results Presentation
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第12回

In-class assessment
HW: Learning Resources Flipped Instruction Assignments

第13回

Designing Learning Plan 4
Creating a future language learning plan for continued autonomous language study.
Self-evaluation
HW: Prepare to present Learning Plan 4

第14回

Presenting Learning Plan 4
Peer and instructor feedback on Learning Plan 4
HW: Begin to carry out Learning Plan 4

第15回

Reflection

Peer and instructor feedback: Consolidation
授業計画コメント
Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations and out of class reading or video assignments for acquiring information
and developing English language skills. Students will work in pairs or small groups to assess each other’s progress and to learn
from peers. Instructors will lead the class in shared activities, and also work one-on-one or in small groups in a tutorial style.
Instructors will provide learners with feedback on their language learning plans as needed and assist them in improving their
English language skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to devote significant amounts of time to language study outside the classroom several times each week.
毎週、英語学習の時間を十分に確保することを求める。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
30 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
20 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study; 語彙勉強 10% Extensive Reading 多
読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course. Students will be responsible for monitoring and reporting their progress in online vocabulary study.
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week.
Learning Resources Flipped Instruction Assignments will be online activities to help learners use resources to help them
improve in the skill areas of reading, writing, listening, and speaking. Specific activities will be assigned, but students will also
select flipped activities individually.

講義コード

U510107110

科目名

Self-Directed LearningⅡ

英文科目名

Self-Directed LearningⅡ

担当者名

阿部 真由美

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051H158

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
This course will provide learners with guidance and support needed to apply the knowledge, skills, and understandings gained in Self-directed
Learning I to better organize and monitor their own learning more effectively. Learners will apply techniques for managing time, setting
appropriate goals, evaluating performance, and reporting on their English language learning to plan and carry out individual study plans that meet
their individual language needs and personal interests. Reflection activities will help learners understand how to apply these skills more broadly to
learning other subjects as well. Instructors will assist learners in effectively studying the English language as self-directed and more autonomous
learners.

到達目標
Students will consolidate the knowledge and skills required for self-directed learning they acquired in SDL I. Based upon feedback
from instructors and peers, learners will extend their independent learning and engage in fully self-directed learning by planning,
carrying out, evaluating, and reporting on their own language and content learning.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation
Review and consolidation activities
HW: Prepare results presentations

第2回

Results Presentations of Learning Plan 2
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Results Report of Learning Plan 2

第3回

Designing Learning Plan 3
In-class activities, peer consultation, ｔutorial sessions
HW: Complete Learning Plan 3

第4回

Sharing and improving Learning Plan 3
Strategy instruction, tutorial sessions
HW: Carry out Learning Plan 3

第5回

Cognitive Learning Strategies I
Strategy instruction, in-class activities
HW: Carry out Learning Plan 3

第6回

Cognitive Learning Strategies II
Strategy instruction, in-class activities
HW: Carry out Learning Plan 3

第7回

Affective Learning Strategies
Strategy instruction, in-class activies
HW: Carry out Learning Plan 3

第8回

Interactive Learning Strategies & Evaluating Learning Plan 3
Strategy instruction, in-class activies
HW: Results Report of Learning Plan 3

第9回

Designing Learning Plan 4
In-class activities, peer consultation, tutorial sessions
HW: Complete Learning Plan 4

第10回

CLIL in SDL I
Strategy instruction, in-class activities, group project, tutorial sessions
HW: Carry out Learning Plan 4, prepare group demonstration of CLIL learning

第11回

CLIL in SDL II
Group demonstration, tutorial sessions
HW: Carry out Learning Plan 4

第12回

In-class assessment
HW: Carry out Learning Plan 4

第13回

Poster presentations
Presentations; peer and instructor feedback
HW: Results Report of Learning Plan 4

第14回

PDCA in SDL & planning for future
Self-evaluation
HW: Complete Learning Plan for future

第15回

Reflection
Consolidation, tutorial sessions

授業計画コメント

Excellent attendance and consistent participation in and out of class are required to complete this course satisfactorily.
授業時間内外での積極的なアクティビティへの参加を求める。
授業方法
This course will consist of short in-class demonstrations, peer discussions and group work, one-on-one tutorial sessions, and outof-class assignments aiming at more effective self-directed learning. By the end of the course, students will be able to design a
learning plan integrating a variety of learning strategies, carry it out and keep learning to achieve their goals.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to spend at least 30 minutes a day for their own self-directed learning and 30 minutes a week for other
assignments outside the classroom.
授業外で、自分自身の自律学習として１日30分以上、授業の課題に週30分程度を確保することを期待する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
0 ％
学年末試験(第2学期)
0 ％
中間テスト
0 ％
レポート
40 ％ Designing Learning Plans and Presenting Results and
Evidence 学習計画の立案と結果報告
小テスト
10 ％ Quizzes 小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Active participation and peer support 積極的な授業への参
加・ピアサポート
その他(備考欄を参照)
20 ％ 10% Vocabulary study; 語彙学習 / 10% Extensive Reading
多読
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
・Active participation and peer support: Continuous feedback through in-class conferences and on Moodle
積極的な授業への参加とピアサポート：授業内およびMoodle上での継続的なフィードバック
・Learing Plans and Results Reports: Continuous feedback through in-class conferences and on Moodle
学習計画と結果報告：授業内およびMoodle上での継続的なフィードバック
・Vocabulary study and extensive reading: Progress report and in-class feedback
語彙学習と多読：進捗レポートと授業内でのフィードバック
・Quizzes: In-class scoring and feedback
小テスト：授業内での解答解説
教科書コメント
Software/App Quizlet (free to students)
ISS Moodle Site
その他
Please bring your laptop to class each week. 自分のノートパソコンを毎回持参すること。

講義コード

U510108101

科目名

Economics in the World

英文科目名

Economics in the World

担当者名

O’NEILL Theodore Lawrence

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ３時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051H251

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts
necessary to understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various
issues in the world economy by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic
skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Class rules
How to take notes on lectures
Short lecture

第2回

Quiz on Text Boxes 1 & 2
Short lecture
Group discussions

第3回

Quiz on Text Boxes 3 & 6
Short lecture
Group discussions

第4回

Quiz on Text Boxes 4 & 5
Short lecture
Group discussions

第5回

Quiz on Text Boxes 7, 8, & 9
Short lecture
Group discussions

第6回

Short test on Text Boxes 1-9
Short lecture
Group discussions

第7回

Quiz on Text Boxes 10 & 11
Short lecture
Group discussions

第8回

Quiz on Text Boxes 12 & 13
Short lecture
Group discussions
Additional readings Set A

第9回

Short test on Text Boxes 10-13
Short lecture
Group discussions
Start written assignments: Topic selection
Additional readings Set B

第10回

Short lecture
Group discussions
Additional readings Set C

第11回

Short lecture
Group discussions
Feedback on written assignments

第12回

Long lecture: Growth of Globalization
Feedback on written assignments
Groups discussions

第13回

Long lecture: Current Crises of Globalization
Final written assignments due
Group discussions

第14回

Final test on Text Boxes 1-13
Feedback on final written assignments
Group discussion

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Read carefully and intelligently, participate actively, make good notes on what you read and learn, and act on your curiosity to find
things out by yourself.
Bring a clear file (A4) for handouts, a B5 notebook, and your laptop to the first and every class.
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Reading the assigned texts, note taking on short lectures by the instructor, pair, group and class discussions, and researching and
completing a written assignment one of the topics students find interesting in the course.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
10 ％ Final test on Text Boxes 1-13
学年末試験(第2学期)
中間テスト
10 ％ Short tests on boxes 1-9 and 10-13
レポート
25 ％ Final written assignments
小テスト
10 ％ Quizzes on individual Text Boxes
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Preparation and active class participation
その他(備考欄を参照)
15 ％ Checking notebooks (continuous throughout the term)
成績評価コメント
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
submitting work late, send the instructor an email message before the assignment is due to ask for an extension. Extensions will be
granted solely at the instructor's discretion.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given individually in class verbally or in writing and on Moodle.
Peer and self-assessment will be a part of this course.
Quizzes will be returned in class with numerical grades.
教科書コメント
There is no textbook. Handouts will be supplied by the instructor.
参考文献
Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy,Reinert, K. & Mason, G.,Cambridge
University Press,2012,9780521177108
参考文献コメント
Copies are in the Law/Economics library.
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.

講義コード

U510108102

科目名

Economics in the World

英文科目名

Economics in the World

担当者名

難波 香

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ３時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051H251

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts
necessary to understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various
issues in the world economy by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic
skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Class rules
How to take notes on lectures
Check vocabulary for Text 1.

第2回

ICT and the Global Economy
Short lecture on Text 1 and discussion
Check vocabulary for Text 2 at home.

第3回

Robots
Ask and answer questions on Text 1.
Short lecture on Text 2 and discussion
Check vocabulary for Text 4 at home.

第4回

Trade
Ask and answer questions on Text 2.
Short lecture on Text 4 and discussion
Check vocabulary for Text 6 at home.

第5回

Steel Protection
Ask and answer questions on Text 4.
Short lecture on Text 6 and discussion

第6回

Ask and answer questions on Text 6.
Review Text 1,2,4,6.

第7回

Review Quiz 1 (Text 1,2,4,6)
Review the quiz.
Check vocabulary for Text 8 at home.

第8回

Banana Dispute
Short lecture on Text 8 and discussion
Check vocabulary for Text 9 at home.

第9回

Regionalism
Ask and answer questions on Text 8.
Short lecture on Text 9 and discussion
Check vocabulary for Text 10 & 11 at home.

第10回

Joint Venture and M&A
Ask and answer questions on Text 9.
Short lecture on Text 10 & 11 and discussion
Presentation projects: Choose your partner and topic.
Check vocaburary for Text 12 at home.

第11回

Kaizen
Ask and answer questions on Text 10 & 11.
Short lecture on Text 12 and discussion
Presentation projects: Develop your outline and keep searching.
Check vocabulary for Text 14 at home.

第12回

Review Quiz 2 (Text 8,9,10,11,12)
Ask and answer questions on Text 12
Short lecture on Text 14 and discussion
Presentation projects: Practice your presentation.

第13回

Presentation projects part 1
Presentations and peer evaluation 1

第14回

Presentation projects part 2
Presentations and peer evaluation 2

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Read carefully and intelligently, participate actively, make good notes on what you read and learn, and act on your curiosity to find
things out by yourself.
Bring a clear file (A4) for handouts, a B5 notebook and your laptop to the first class. The schedule may change according to the
needs of the class.
授業方法
Reading the assigned texts, note taking on short lectures by the instructor, pair, group and class discussions, and preparing for
and making presentations on one of the topics students find interesting in the course
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
10 ％ Checking notebooks
小テスト
30 ％ 2 review quizzes (15x2=30%) for text comprehension
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Preparation and active class participation
その他(備考欄を参照)
30 ％ Preparation, content, delivery of presentation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class verbally or in writing individually. Quizzes will be returned in class with numerical grades.
教科書コメント
There is no textbook. Handouts will be supplied by the instructor.
参考文献
Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy,Reinert, K. & Mason, G.,Cambridge
University Press,9780521177108
参考文献コメント
20 copies are in the Law/Economics library.
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.
その他
Office hour: Contact me by email (kaorinmejiro@gmail.com) to communicate with me outside of class, to ask questions, or to set
up an appointment.

講義コード

U510108103

科目名

Economics in the World

英文科目名

Economics in the World

担当者名

O’NEILL Theodore Lawrence

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ３時限 南１－３０４

科目ナンバリング

051H251

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts
necessary to understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various
issues in the world economy by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic
skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Class rules
How to take notes on lectures
Short lecture

第2回

Quiz on Text Boxes 1 & 2
Short lecture
Group discussions

第3回

Quiz on Text Boxes 3 & 6
Short lecture
Group discussions

第4回

Quiz on Text Boxes 4 & 5
Short lecture
Group discussions

第5回

Quiz on Text Boxes 7, 8, & 9
Short lecture
Group discussions

第6回

Short test on Text Boxes 1-9
Short lecture
Group discussions

第7回

Quiz on Text Boxes 10 & 11
Short lecture
Group discussions

第8回

Quiz on Text Boxes 12 & 13
Short lecture
Group discussions
Additional readings Set A

第9回

Short test on Text Boxes 10-13
Short lecture
Group discussions
Start written assignments: Topic selection
Additional readings Set B

第10回

Short lecture
Group discussions
Additional readings Set C

第11回

Short lecture
Group discussions
Feedback on written assignments

第12回

Long lecture: Growth of Globalization
Feedback on written assignments
Groups discussions

第13回

Long lecture: Current Crises of Globalization
Final written assignments due
Group discussions

第14回

Final test on Text Boxes 1-13
Feedback on final written assignments
Group discussion

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Read carefully and intelligently, participate actively, make good notes on what you read and learn, and act on your curiosity to find
things out by yourself.
Bring a clear file (A4) for handouts, a B5 notebook, and your laptop to the first and every class.
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Reading the assigned texts, note taking on short lectures by the instructor, pair, group and class discussions, and researching and
completing a written assignment one of the topics students find interesting in the course.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
10 ％ Final test on Text Boxes 1-13
学年末試験(第2学期)
中間テスト
10 ％ Short tests on boxes 1-9 and 10-13
レポート
25 ％ Final written assignments
小テスト
10 ％ Quizzes on individual Text Boxes
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Preparation and active class participation
その他(備考欄を参照)
15 ％ Checking notebooks (continuous throughout the term)
成績評価コメント
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
submitting work late, send the instructor an email message before the assignment is due to ask for an extension. Extensions will be
granted solely at the instructor's discretion.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given individually in class verbally or in writing and on Moodle.
Peer and self-assessment will be a part of this course.
Quizzes will be returned in class with numerical grades.
教科書コメント
There is no textbook. Handouts will be supplied by the instructor.
参考文献
Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy,Reinert, K. & Mason, G.,Cambridge
University Press,2012,9780521177108
参考文献コメント
Copies are in the Law/Economics library.
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.

講義コード

U510108104

科目名

Economics in the World

英文科目名

Economics in the World

担当者名

難波 香

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051H251

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts
necessary to understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various
issues in the world economy by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic
skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Class rules
How to take notes on lectures
Check vocabulary for Text.

第2回

ICT and Global Economy
Short lecture on Text 1 and discussion
Check vocabulary for Text 2 at home.

第3回

Robots
Ask and answer questions on Text 1.
Short lecture on Text 2 and discussion
Check vocabulary for Text 4 at home.

第4回

Trade
Ask and answer questions on Text 2.
Short lecture on Text 4 and discussion
Check vocabulary for Text 6 at home.

第5回

Steel Protection
Ask and answer questions on Text 4.
Short lecture on Text 6 and discussion

第6回

Ask and answer questions on Text 6.
Review Text 1,2,4,6.

第7回

Review Quiz 1 (Text 1,2,4,6)
Review the quiz.
Check vocabulary for Text 8 at home.

第8回

Banana Dispute
Short lecture on Text 8 and discussion
Check vocabulary for Text 9 at home.

第9回

Regionalism
Ask and answer questions on Text 8.
Short lecture on Text 9 and discussion
Check vocabulary for Text 10 & 11 at home.

第10回

Joint Venture and M&A
Ask and answer questions on Text 9.
Short lecture on Text 10 & 11 and discussion
Presentation projects: Choose your partner and topic.
Check vocaburary for Text 12 at home.

第11回

Kaizen
Ask and answer questions on Text 10 & 11.
Short lecture on Text 12 and discussion
Presentation projects: Develop your outline and keep searching.
Check vocabulary for Text 14 at home.

第12回

Review Quiz 2 (Text 8,9,10,11,12)
Ask and answer questions on Text 12
Short lecture on Text 14 and discussion
Presentation projects: Practice your presentation.

第13回

Presentation projects part 1
Presentations and peer evaluation 1

第14回

Presentation projects part 2
Presentations and peer evaluation 2

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Read carefully and intelligently, participate actively, make good notes on what you read and learn, and act on your curiosity to find
things out by yourself.
Bring a clear file (A4) for handouts, a B5 notebook and your laptop to the first class. The schedule may change according to the
needs of the class.
授業方法
Reading the assigned texts, note taking on short lectures by the instructor, pair, group and class discussions, and preparing for
and making presentations on one of the topics students find interesting in the course
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
10 ％ Checking notebooks
小テスト
30 ％ 2 review quizzes (15x2=30%) for text comprehension
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Preparation and active class participation
その他(備考欄を参照)
30 ％ Preparation, content, delivery of presentation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class verbally or in writing individually. Quizzes will be returned in class with numerical grades.
教科書コメント
There is no textbook. Handouts will be supplied by the instructor.
参考文献
Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy,Reinert, K. & Mason, G.,Cambridge
University Press,9780521177108
参考文献コメント
20 copies are in the Law/Economics library.
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.
その他
Office hour: Contact me by email (kaorinmejiro@gmail.com) to communicate with me outside of class, to ask questions, or to set
up an appointment.

講義コード

U510108105

科目名

Economics in the World

英文科目名

Economics in the World

担当者名

O’NEILL Theodore Lawrence

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 南１－３０４

科目ナンバリング

051H251

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts
necessary to understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various
issues in the world economy by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic
skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Class rules
How to take notes on lectures
Short lecture

第2回

Quiz on Text Boxes 1 & 2
Short lecture
Group discussions

第3回

Quiz on Text Boxes 3 & 6
Short lecture
Group discussions

第4回

Quiz on Text Boxes 4 & 5
Short lecture
Group discussions

第5回

Quiz on Text Boxes 7, 8, & 9
Short lecture
Group discussions

第6回

Short test on Text Boxes 1-9
Short lecture
Group discussions

第7回

Quiz on Text Boxes 10 & 11
Short lecture
Group discussions

第8回

Quiz on Text Boxes 12 & 13
Short lecture
Group discussions
Additional readings Set A

第9回

Short test on Text Boxes 10-13
Short lecture
Group discussions
Start written assignments: Topic selection
Additional readings Set B

第10回

Short lecture
Group discussions
Additional readings Set C

第11回

Short lecture
Group discussions
Feedback on written assignments

第12回

Long lecture: Growth of Globalization
Feedback on written assignments
Groups discussions

第13回

Long lecture: Current Crises of Globalization
Final written assignments due
Group discussions

第14回

Final test on Text Boxes 1-13
Feedback on final written assignments
Group discussion

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Read carefully and intelligently, participate actively, make good notes on what you read and learn, and act on your curiosity to find
things out by yourself.
Bring a clear file (A4) for handouts, a B5 notebook, and your laptop to the first and every class.
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Reading the assigned texts, note taking on short lectures by the instructor, pair, group and class discussions, and researching and
completing a written assignment one of the topics students find interesting in the course.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
10 ％ Final test on Text Boxes 1-13
学年末試験(第2学期)
中間テスト
10 ％ Short tests on boxes 1-9 and 10-13
レポート
25 ％ Final written assignments
小テスト
10 ％ Quizzes on individual Text Boxes
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Preparation and active class participation
その他(備考欄を参照)
15 ％ Checking notebooks (continuous throughout the term)
成績評価コメント
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
submitting work late, send the instructor an email message before the assignment is due to ask for an extension. Extensions will be
granted solely at the instructor's discretion.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given individually in class verbally or in writing and on Moodle.
Peer and self-assessment will be a part of this course.
Quizzes will be returned in class with numerical grades.
教科書コメント
There is no textbook. Handouts will be supplied by the instructor.
参考文献
Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy,Reinert, K. & Mason, G.,Cambridge
University Press,2012,9780521177108
参考文献コメント
Copies are in the Law/Economics library.
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.

講義コード

U510108106

科目名

Economics in the World

英文科目名

Economics in the World

担当者名

冨田 浩起

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051H251

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts necessary to
understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various issues in the world economy
by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.
グローバル経済を概観し、世界経済を語る際に欠かせない基礎的な表現やコンセプトを学ぶ。具体的な例を使いながら、世界経済における諸問題
について学び、自分の考えを発言もしくは文章として発信する。１年次に得たコミュニケーション及びアカデミックスキルを使い、さらに発展させる。

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
国際経済学の基礎的な知識を英語で学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction; Introduction to Economics, Intro to notebooks; Text box 1 (ICT in the World Economy)

第2回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 1
Short lecture and note taking: Text box 2 (Japan's Advantage in Industrial Robots)

第3回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Warm up quiz on text box 2
Short lecture and note taking: Text box 3 (Rare Earth Elements)

第4回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 3
Short lecture and note taking: Text box 4 (Computer Products Trade)

第5回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 4
Short lecture and note taking: Text box 5 (Intra-Industry Trade in East Asia) and 6 (U.S. Steel Protection)
Short test announcement

第6回

Short test on textboxes 1-6
Reading, notetaking, discussion, Q&A
Short lecture and notetaking: Text box 7 (Used Automobile Protection in Latin America)

第7回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 7
Short lecture and note taking: Text box 8 (The "Bananarama" Dispute)

第8回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 8
Short lecture and note taking: Text box 9 ("New" or "Open" Regionalism)

第9回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 9
Short lecture and note taking: Text box 10 (Beijing Jeep)

第10回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 10
Short lecture and note taking: Text box 11 (SAB and the Emergence of a South African MNE) and 12 (Intangible
Assets: “Team Toyota” and “The Toyota Way” in Kentucky)

第11回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 11 and 12
Short lecture and note taking: Text box 13 (The end of Corporate Imperialism?) & 14 (Migration Gone Wrong:
The Morecambe Bay Cockle Tragedy)

第12回

Reading, notetaking, discussion, Q&A
Reflection on text box 13 and 14
Short test announcement
Summary of the text box readings

第13回

Short test
Presentation 1 (the first group of presenters)

第14回

Presentation 2 (The second group of presenters)
Debriefing of Final presentations
Self-reflection

第15回

Course Consolidation

授業方法
In this course, you will work on reading and listening activities based on the material provided by the teacher. You will also
participate in some discussion after the reading and comprehension activities. The learning activities will include: short interactive
lectures by the instructor, group discussions and presentations, individual research and writing, and active learning.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class for reading, notetaking, updating vocabulary list and reviewing.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
10 ％ Short reflection paper (10%): Grade awarded based on the
quality and level of understanding that you demonstrate
through the paper. -- Written feedback will be given.
％
小テスト
30
Comprehension tests for the 14 text box readings (2 short
tests x 15% each) - numerical evaluation; test papers will be
returned with written feedback to students
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ The level of preparation and active participation evaluation based on the quality and quantity of preparation,
and contributions to class discussions. Alphabetical
feedback will be given on the submitted discussion question
paper.
％
その他(備考欄を参照)
50
Discussion questions (20%): Discussion questions associated
with a text box chapter will be assigned in each lesson.
Students write answers to the questions either by hand or
type with a computer and make a copy of the answers.
Rubric evaluation based on the quality and level of
understanding of the readings demonstrated in their answers
to the discussion questions.Teacher will provide written
feedback on the submitted papers.Presentations (20%):
Rubric evaluation conducted by both classmates and the
teacher. The alphabetical results and written feedback will
be returned in a few days after the presentations via
Moodle.Presentation discussions (10%): Points provided
based on the level of contributions to the discussions
(5%×2 days) Teacher will provide numerical feedback after
lesson 14 via Moodle.
成績評価コメント
Classes are delivered exclusively in English. As the size of the group may vary, the content and format of the classes may also
vary slightly to adapt to the group’s size, interests and abilities.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Written feedback will be given to the comprehension tests, short reflection paper, participation, and short presentations.
教科書コメント
There is no textbook. Reading and listening materials related to the course will be supplied by the instructor.
参考文献
Introduction to International Economics: New Perspectives on the World Economy,Reinert, K. and Mason, G.,Cambridge
University Press,ISBN=9780521177108
参考文献コメント
Copies of the text are available on the shelf for this course in the Law/Economics library.
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.
その他
The main purpose of this course is developing your academic literacy and critical thinking skills to function in this specific
academic discourse. To meet the aim, I would strongly recommend your active participation in every activity offered in the
course. Remember that active participation can only be achieved when your preparation is fully accomplished before the class
starts.
As a requirement to be enrolled in the course, I would like to ask you to buy a notebook for the class and a clear file (A4) which
contains about 20-25 clear sheets. It is not enough to stress the importance of the type of clear file because it allows you to
keep your handouts and papers in order. Write your name and student # and class name on the front of both of them. Bring
them to every class! Besides your notebook and clear file, bring your laptop, writing equipment, and dictionary.
Come to class on time and be ready to study. The ISS late policy will be strictly enforced (see the student handbook if you are
not sure what it is). It is very important that you participate in class and communicate in English.
Late homework and assignments will in principle, not be accepted. If you anticipate being late to hand something in, contact Mr.
Tomita (tomita.koki@gmail.com) ASAP. This includes any written work to use in class. Also, if you anticipate being late for class
or absent from class, please let your teacher know.
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授業概要
Beginning with an overview of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts
necessary to understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various
issues in the world economy by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic
skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Instructions for group discussions
Exploring web resources
Short lecture
HW: Text boxes 1 and 2

第2回

Quiz on Text boxes 1 and 2
Group dscussion (Text boxes 1 and 2)
Short lecture
HW: Text box 3

第3回

Quiz on text box 3
Group discussion (Text box 3)
Short lecture
HW: Text box 4

第4回

Quiz on text box 4
Group discussion (Text box 4)
Short lecture
HW: Text boxes 6 and 7

第5回

Quiz on text boxes 6 and 7
Group discussion (Text boxes 6 and 7)
Short lecture
HW: Text box 8 (Bananarama dispute)

第6回

Quiz on text box 8
Group discussion (Text box 8)
Short lecture
HW: Text boxes 10 and 12

第7回

Quiz on textboxes 10 and 12
Short lecture
Group discussion

第8回

Review test on textboxes
Brainstorming topic for research paper, finding sources, and writing the outline
Review of APA style (references and citations) and academic research paper writing
HW: Research paper outline, summaries of articles to be used; reference list in APA style

第9回

Getting the outline and sources approved
HW: begin writing research paper draft
Special topic 1 on international economics

第10回

Peer review of the research paper draft
Revisions
Special topic 2 on international economics
HW: Finish editing research paper, proofread and prepare for submission

第11回

Research paper due
Peer reading assignment is assigned
Special topic 2 continued
HW: do peer reading assignment and prepare for submission

第12回

Peer reading assignment due
Special topic 3 on international economics

第13回

Review test on special topics
Review of language and concepts learned part 1

第14回

Feeback on research paper

Review of language and concepts learned part 2
第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class. Check the course's Moodle page for updates.
授業方法
The learning activities will include: Assigned readings, research and writing, group discussions. Also important are developing note
taking and organizational study skills.
Group discussions will involve each member preparing discussion questions, summaries, connections, or vocabulary lists
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class for reading, notetaking, reviewing vocabulary and concepts, and preparing for the next
class/next assignment.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
25 ％ Test on text boxes in week 8 (15%); Test on special topics in
week 13 (10%)
レポート
40 ％ Individual research paper (25%), and peer reading
assignment (15%)
小テスト
10 ％ Weekly quizzes on text boxes (Weeks 2-7)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ Preparation for and participation in weekly discussions,
special topics HW
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical grades and comments wil be given for all written work.
Numerical grades will be given for quizzes.
教科書コメント
There is no textbook for the course. Materials will be provided by the instructor and made available on the course's
Moodle page or in hard copy form.
参考文献
An introduction to international economics: New perspectives on the world economy 洋書,Reinert, K.,Cambridge University
Press,2011,9780521177108
Economics: A very short introduction 洋書,Dasgupta, P.,,Oxford University Press,978-0192853455
Economic development: What everyone needs to know 洋書,Guigale, M. M.,,Oxford University Press,9780199328147
参考文献コメント
Copies of the reference book are on reserve in the Law/Economics library.
履修上の注意
Prerequisites: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.
You must attend the first class and bring your notebook and laptop and other study materials to the first and every class.
その他
Being absent does not excuse you from homework, assignments and tests. It is your responsibility to submit work on time and
be prepared for class. Consult the teacher if you anticipate being late to submit an assignment. Failure to do so will result in a
loss of 10% for each day the assignment is late.
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授業概要
Beginning with overviews of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts necessary to
understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various issues in the world economy
by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.
グローバル経済を概観し、世界経済を語る際に欠かせない基礎的な表現やコンセプトを学ぶ。具体的な例を使い
がら、世界経済における諸問題について学び、自分の考えを発信もしくは文章として発信する。1年次に得たコミュニケーション及びアカデミックスキ
ルを使い、さらに発展させる。

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
国際経済学の基礎的な知識を英語で学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Overview & Administration
Introduction to World Economy
Academic Review - Reading/Writing
Preliminary Task / Activity
Assignment: Read & Annotate Text box 1, 2, 3

第2回

Topic: International Trade Absolute / Comparative Advantage
Lecture Listening & Note-taking Skills Review
Textbox 1, 2, 3 Discussion & Review
Summarize notes

第3回

Topic: International Trade …continue…Absolute / Comparative Advantage
Lecture Listening & Note-taking Practice
Text box Discussion & Review …cont…1, 2, 3…
Assignment: Read & Annotate Text box 4, 5

第4回

Topic: International Trade - Intra-Industry Trade
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 4, 5 Discussion & Review
Assignment: Read & Annotate Text box 6

第5回

Topic: International Trade - Political Economy of Trade
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 6 Discussion & Review
* Quiz ① (5%) - covering topics up to Session 4
Assignment: Read & Annotate Text box 7

第6回

Topic: International Trade - Trade Policy Analysis
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 7 Discussion & Review
Assignment: Read & Annotate Text box 8

第7回

Topic: International Trade - WTO (World Trade Organization)
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 8 Discussion & Review
Assignment: Read & Annotate Text box 9

第8回

Topic: International Trade - Preferential Trade Agreements
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 9 Discussion & Review
Assignment: Read & Annotate Text box 10, 11

第9回

Topic: International Production - Foreign Market Entry and International Productions
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 10, 11 Discussion & Review
Group Presentation (1) - Overview
Assignment: Rread & Annotate Text box 12

第10回

Topic: International Production - Foreign Direct Investment & Intra-Firm Trade
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 12 Discussion & Review
Group Presentation (2) - Topic Selection
* Quiz ② (5%) - covering topics Session 5 to 9
Assignment: Read & Annotate Text box 13

第11回

Topic: International Production - Managing International Production
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 13 Discussion & Review
Group Presentation (3) - Preparation
Assignment: Rread & Annotate Text box 14

第12回

Topic: International Production - Migration
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 14 Discussion & Review
Group Presentation (4) - Practice & Previewing

第13回

* Quiz ③ (5%) - covering topics Session 10 to 12
Group Presentation (5) - Delivery

第14回

Group Presentation (6) - Delivery
Last Session Wrap up

第15回

Summary & Review

授業計画コメント
Schedule may change as necessary.
授業方法
Student-centered learning will be emphasized. Includes Individual & Group work.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should complete assigned tasks and read or review provided materials to prepare for class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
25 ％ Written Tasks (lecture / reading notes, summaries, reports,
etc.)
小テスト
15 ％ (3 quizzes @ 5%)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Participation, attendance, group work, etc.
その他(備考欄を参照)
50 ％ Other (Oral Tasks: discussing, summarizing, reporting,
presenting, etc.)
成績評価コメント
Both individual and group work will be evaluated based on evaluation criteria by both peers and instructor.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Submitted tasks will be reviewed, Commented and returned to students.
参考文献コメント
English Dictionary
履修上の注意
Prerequisites: Students must have completed both Academic Skills I and English Communication to enroll in this course.
Student must attend the first class and bring notebook and laptop and other study materials to the first and every class.
その他
1) Instructor prepared materials will be used in class.
2) Students are encouraged to speak English at all times in class, regardless of English level.
3) Students are asked to bring their own PCs when instructed to do so.
4) Students are required to attend all classes. Students will not be reminded about missed classwork, quizzes, and assignments,
therefore it is advisable to exchange contact information with classmates.
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授業概要
Beginning with an overview of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts
necessary to understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various
issues in the world economy by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic
skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Instructions for group discussions
Exploring web resources
Short lecture
HW: Text boxes 1 and 2

第2回

Quiz on Text boxes 1 and 2
Group dscussion (Text boxes 1 and 2)
Short lecture
HW: Text box 3

第3回

Quiz on text box 3
Group discussion (Text box 3)
Short lecture
HW: Text box 4

第4回

Quiz on text box 4
Group discussion (Text box 4)
Short lecture
HW: Text boxes 6 and 7

第5回

Quiz on text boxes 6 and 7
Group discussion (Text boxes 6 and 7)
Short lecture
HW: Text box 8 (Bananarama dispute)

第6回

Quiz on text box 8
Group discussion (Text box 8)
Short lecture
HW: Text boxes 10 and 12

第7回

Quiz on textboxes 10 and 12
Short lecture
Group discussion

第8回

Review test on textboxes
Brainstorming topic for research paper, finding sources, and writing the outline
Review of APA style (references and citations) and academic research paper writing
HW: Research paper outline, summaries of articles to be used; reference list in APA style

第9回

Getting the outline and sources approved
HW: begin writing research paper draft
Special topic 1 on international economics

第10回

Peer review of the research paper draft
Revisions
Special topic 2 on international economics
HW: Finish editing research paper, proofread and prepare for submission

第11回

Research paper due
Peer reading assignment is assigned
Special topic 2 continued
HW: do peer reading assignment and prepare for submission

第12回

Peer reading assignment due
Special topic 3 on international economics

第13回

Review test on special topics
Review of language and concepts learned part 1

第14回

Feeback on research paper

Review of language and concepts learned part 2
第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class. Check the course's Moodle page for updates.
授業方法
The learning activities will include: Assigned readings, research and writing, group discussions. Also important are developing note
taking and organizational study skills.
Group discussions will involve each member preparing discussion questions, summaries, connections, or vocabulary lists
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class for reading, notetaking, reviewing vocabulary and concepts, and preparing for the next
class/next assignment.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
25 ％ Test on text boxes in week 8 (15%); Test on special topics in
week 13 (10%)
レポート
40 ％ Individual research paper (25%), and peer reading
assignment (15%)
小テスト
10 ％ Weekly quizzes on text boxes (Weeks 2-7)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ Preparation for and participation in weekly discussions,
special topics HW
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical grades and comments wil be given for all written work.
Numerical grades will be given for quizzes.
教科書コメント
There is no textbook for the course. Materials will be provided by the instructor and made available on the course's
Moodle page or in hard copy form.
参考文献
An introduction to international economics: New perspectives on the world economy 洋書,Reinert, K.,Cambridge University
Press,2011,9780521177108
Economics: A very short introduction 洋書,Dasgupta, P.,,Oxford University Press,978-0192853455
Economic development: What everyone needs to know 洋書,Guigale, M. M.,,Oxford University Press,9780199328147
参考文献コメント
Copies of the reference book are on reserve in the Law/Economics library.
履修上の注意
Prerequisites: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.
You must attend the first class and bring your notebook and laptop and other study materials to the first and every class.
その他
Being absent does not excuse you from homework, assignments and tests. It is your responsibility to submit work on time and
be prepared for class. Consult the teacher if you anticipate being late to submit an assignment. Failure to do so will result in a
loss of 10% for each day the assignment is late.
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授業概要
Beginning with overviews of how the world economy is globalized, the course will progress to the basic language and concepts necessary to
understand the discourse on international economics. Students will learn about, and speak and write about various issues in the world economy
by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.
グローバル経済を概観し、世界経済を語る際に欠かせない基礎的な表現やコンセプトを学ぶ。具体的な例を使い
がら、世界経済における諸問題について学び、自分の考えを発信もしくは文章として発信する。1年次に得たコミュニケーション及びアカデミックスキ
ルを使い、さらに発展させる。

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international economics.
国際経済学の基礎的な知識を英語で学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Overview & Administration
Introduction to World Economy
Academic Review - Reading/Writing
Preliminary Task / Activity
Assignment: Read & Annotate Text box 1, 2, 3

第2回

Topic: International Trade Absolute / Comparative Advantage
Lecture Listening & Note-taking Skills Review
Textbox 1, 2, 3 Discussion & Review
Summarize notes

第3回

Topic: International Trade …continue…Absolute / Comparative Advantage
Lecture Listening & Note-taking Practice
Text box Discussion & Review …cont…1, 2, 3…
Assignment: Read & Annotate Text box 4, 5

第4回

Topic: International Trade - Intra-Industry Trade
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 4, 5 Discussion & Review
Assignment: Read & Annotate Text box 6

第5回

Topic: International Trade - Political Economy of Trade
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 6 Discussion & Review
* Quiz ① (5%) - covering topics up to Session 4
Assignment: Read & Annotate Text box 7

第6回

Topic: International Trade - Trade Policy Analysis
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 7 Discussion & Review
Assignment: Read & Annotate Text box 8

第7回

Topic: International Trade - WTO (World Trade Organization)
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 8 Discussion & Review
Assignment: Read & Annotate Text box 9

第8回

Topic: International Trade - Preferential Trade Agreements
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 9 Discussion & Review
Assignment: Read & Annotate Text box 10, 11

第9回

Topic: International Production - Foreign Market Entry and International Productions
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 10, 11 Discussion & Review
Group Presentation (1) - Overview
Assignment: Rread & Annotate Text box 12

第10回

Topic: International Production - Foreign Direct Investment & Intra-Firm Trade
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 12 Discussion & Review
Group Presentation (2) - Topic Selection
* Quiz ② (5%) - covering topics Session 5 to 9
Assignment: Read & Annotate Text box 13

第11回

Topic: International Production - Managing International Production
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 13 Discussion & Review
Group Presentation (3) - Preparation
Assignment: Rread & Annotate Text box 14

第12回

Topic: International Production - Migration
Lecture Listening Note-taking Application
Text box 14 Discussion & Review
Group Presentation (4) - Practice & Previewing

第13回

* Quiz ③ (5%) - covering topics Session 10 to 12
Group Presentation (5) - Delivery

第14回

Group Presentation (6) - Delivery
Last Session Wrap up

第15回

Summary & Review

授業計画コメント
Schedule may change as necessary.
授業方法
Student-centered learning will be emphasized. Includes Individual & Group work.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should complete assigned tasks and read or review provided materials to prepare for class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
25 ％ Written Tasks: lecture/reading notes, summaries, reports,
etc.)
小テスト
15 ％ 3 quizzes @ 5%
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Participation, attendance, group work, etc.
その他(備考欄を参照)
50 ％ Oral Tasks: discussing, summarizing, reporting, presenting,
etc.
成績評価コメント
Both individual and group work will be evaluated based on evaluation criteria by both peers and instructor.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Submitted tasks will be reviewed, Commented and returned to students.
参考文献コメント
English Dictionary
履修上の注意
Prerequisites: Students must have completed both Academic Skills I and English Communication to enroll in this course.
Student must attend the first class and bring notebook and laptop and other study materials to the first and every class.
その他
1) Instructor prepared materials will be used in class.
2) Students are encouraged to speak English at all times in class, regardless of English level.
3) Students are asked to bring their own PCs when instructed to do so.
4) Students are required to attend all classes. Students will not be reminded about missed classwork, quizzes, and assignments,
therefore it is advisable to exchange contact information with classmates.
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授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
Course expectations and responsibilities
Introduction to the research cycles
Goal setting for first research cycle
HW: Notes from Global Issues textbook

第2回

Population 1
Types of note-taking: Vocabulary notes/Cornell system
HW: Notes from Global Issues textbook

第3回

Population 2
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Research on chosen topic and notes

第4回

Population 3
Discussion from notes in pairs/answering specific questions
HW: Adding detail to specific research

第5回

Population 4
Timed writing from notes 1
HW: Prepare drafts for report/discussion

第6回

roup Discussions 1/First half Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Review first half discussions

第7回

Group Discussions 2/Second half Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Discussion reflection and feedback

第8回

Self-assessment and second cycle orientation
Self-assessment on first research cycle
Goal setting for second research cycle
HW: Notes from Global Issues textbook

第9回

Wealth and Poverty 1
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Notes from Global Issues textbook

第10回

Wealth and Poverty 2
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Research on chosen topic and notes

第11回

Wealth and Poverty 3
Discussion from notes in pairs/answering specific questions
HW: Adding detail to specific research

第12回

Wealth and Poverty 4
Timed writing from notes 2
HW: Prepare drafts for report/discussion

第13回

Group Discussions 3/Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第14回

Group Discussions 4/Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course review and reflection
Supplementary study

授業計画コメント
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics
レポート
20 ％ Academic essay/report based on students’ chosen topic
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of course notebook
成績評価コメント
In this class, you will learn about global issues by conducting your own research on two topics of your choice, developing your
ability to read and make notes in English, and explaining and discussing your research in pairs.
You must attend the first class. You will need to buy an A4-sized notebook and an A4 clear file with many pockets for handouts
and loose paper. Bring these to every class, along with your digital device.
To get a good grade in this class, it is essential that you come to class on time, complete homework in a timely fashion, and
participate actively in English.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
教科書コメント
There is no set textbook, but students should be prepared to buy a clear A4 file with many pockets, and make copies from
the reference textbook.
参考文献
Global Issues 洋書,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,9781118968857
参考文献コメント
We'll also refer to websites: ISS Moodle, Nikkei Asian Review, The Economist etc
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.
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授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
Course expectations and responsibilities
Introduction to the research cycles
Goal setting for first research cycle
HW: Notes from Global Issues textbook

第2回

Population 1
Types of note-taking: Vocabulary notes/Cornell system
HW: Notes from Global Issues textbook

第3回

Population 2
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Research on chosen topic and notes

第4回

Population 3
Discussion from notes in pairs/answering specific questions
HW: Adding detail to specific research

第5回

Population 4
Timed writing from notes 1
HW: Prepare drafts for report/discussion

第6回

roup Discussions 1/First half Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Review first half discussions

第7回

Group Discussions 2/Second half Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Discussion reflection and feedback

第8回

Self-assessment and second cycle orientation
Self-assessment on first research cycle
Goal setting for second research cycle
HW: Notes from Global Issues textbook

第9回

Wealth and Poverty 1
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Notes from Global Issues textbook

第10回

Wealth and Poverty 2
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Research on chosen topic and notes

第11回

Wealth and Poverty 3
Discussion from notes in pairs/answering specific questions
HW: Adding detail to specific research

第12回

Wealth and Poverty 4
Timed writing from notes 2
HW: Prepare drafts for report/discussion

第13回

Group Discussions 3/Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第14回

Group Discussions 4/Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course review and reflection
Supplementary study

授業計画コメント
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics
レポート
20 ％ Academic essay/report based on students’ chosen topic
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of course notebook
成績評価コメント
In this class, you will learn about global issues by conducting your own research on two topics of your choice, developing your
ability to read and make notes in English, and explaining and discussing your research in pairs.
You must attend the first class. You will need to buy an A4-sized notebook and an A4 clear file with many pockets for handouts
and loose paper. Bring these to every class, along with your digital device.
To get a good grade in this class, it is essential that you come to class on time, complete homework in a timely fashion, and
participate actively in English.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
教科書コメント
There is no set textbook, but students should be prepared to buy a clear A4 file with many pockets, and make copies from
the reference textbook.
参考文献
Global Issues,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,9781118968857
参考文献コメント
We'll also refer to websites: ISS Moodle, Nikkei Asian Review, The Economist etc
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.

講義コード

U510109103

科目名

Issues in the World

英文科目名

Issues in the World

担当者名

SHAITAN， Alexandra

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051H252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
Course expectations and responsibilities
Introduction to the research cycles
Goal setting for first research cycle
HW: Notes from Global Issues textbook

第2回

Population 1
Types of note-taking: Vocabulary notes/Cornell system
HW: Notes from Global Issues textbook

第3回

Population 2
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Research on chosen topic and notes

第4回

Population 3
Discussion from notes in pairs/answering specific questions
HW: Adding detail to specific research

第5回

Population 4
Timed writing from notes 1
HW: Prepare drafts for report/discussion

第6回

roup Discussions 1/First half Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Review first half discussions

第7回

Group Discussions 2/Second half Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Discussion reflection and feedback

第8回

Self-assessment and second cycle orientation
Self-assessment on first research cycle
Goal setting for second research cycle
HW: Notes from Global Issues textbook

第9回

Wealth and Poverty 1
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Notes from Global Issues textbook

第10回

Wealth and Poverty 2
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Research on chosen topic and notes

第11回

Wealth and Poverty 3
Discussion from notes in pairs/answering specific questions
HW: Adding detail to specific research

第12回

Wealth and Poverty 4
Timed writing from notes 2
HW: Prepare drafts for report/discussion

第13回

Group Discussions 3/Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第14回

Group Discussions 4/Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course review and reflection
Supplementary study

授業計画コメント
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics
レポート
20 ％ Academic essay/report based on students’ chosen topic
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of course notebook
成績評価コメント
In this class, you will learn about global issues by conducting your own research on two topics of your choice, developing your
ability to read and make notes in English, and explaining and discussing your research in pairs.
You must attend the first class. You will need to buy an A4-sized notebook and an A4 clear file with many pockets for handouts
and loose paper. Bring these to every class, along with your digital device.
To get a good grade in this class, it is essential that you come to class on time, complete homework in a timely fashion, and
participate actively in English.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
教科書コメント
There is no set textbook, but students should be prepared to buy a clear A4 file with many pockets, and make copies from
the reference textbook.
参考文献
Global Issues 洋書,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,9781118968857
参考文献コメント
We'll also refer to websites: ISS Moodle, Nikkei Asian Review, The Economist etc
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.

講義コード

U510109104

科目名

Issues in the World

英文科目名
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単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 南１－１０６
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051H252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation
Course expectations and responsibilities
Introduction to the research cycles
Goal setting for first research cycle
HW: Notes from Global Issues textbook

第2回

Population 1
Types of note-taking: Vocabulary notes/Cornell system
HW: Notes from Global Issues textbook

第3回

Population 2
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Research on chosen topic and notes

第4回

Population 3
Discussion from notes in pairs/answering specific questions
HW: Adding detail to specific research

第5回

Population 4
Timed writing from notes 1
HW: Prepare drafts for report/discussion

第6回

roup Discussions 1/First half Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Review first half discussions

第7回

Group Discussions 2/Second half Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Discussion reflection and feedback

第8回

Self-assessment and second cycle orientation
Self-assessment on first research cycle
Goal setting for second research cycle
HW: Notes from Global Issues textbook

第9回

Wealth and Poverty 1
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Notes from Global Issues textbook

第10回

Wealth and Poverty 2
Discussion from notes in pairs/reforming notes
HW: Research on chosen topic and notes

第11回

Wealth and Poverty 3
Discussion from notes in pairs/answering specific questions
HW: Adding detail to specific research

第12回

Wealth and Poverty 4
Timed writing from notes 2
HW: Prepare drafts for report/discussion

第13回

Group Discussions 3/Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Reflection and communication journal

第14回

Group Discussions 4/Report reading
Group leaders facilitate discussions on their chosen topics
HW: Self-assessment of course progress

第15回

Course review and reflection
Supplementary study

授業計画コメント
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Group discussions facilitated by group leaders on their
chosen topics
レポート
20 ％ Academic essay/report based on students’ chosen topic
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of course notebook
成績評価コメント
In this class, you will learn about global issues by conducting your own research on two topics of your choice, developing your
ability to read and make notes in English, and explaining and discussing your research in pairs.
You must attend the first class. You will need to buy an A4-sized notebook and an A4 clear file with many pockets for handouts
and loose paper. Bring these to every class, along with your digital device.
To get a good grade in this class, it is essential that you come to class on time, complete homework in a timely fashion, and
participate actively in English.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
教科書コメント
There is no set textbook, but students should be prepared to buy a clear A4 file with many pockets, and make copies from
the reference textbook.
参考文献
Global Issues,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,9781118968857
参考文献コメント
We'll also refer to websites: ISS Moodle, Nikkei Asian Review, The Economist etc
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.

講義コード

U510109105

科目名

Issues in the World

英文科目名

Issues in the World

担当者名

PARISH， Lori Michele

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051H252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
国際開発と協力の基礎的な知識を英語で学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation

第2回

Population 1

第3回

Population 2

第4回

Population 3

第5回

Population 4

第6回

Group Discussions 1/Report reading

第7回

Group Discussions 2/Report reading

第8回

Second cycle orientation

第9回

Wealth & Poverty 1

第10回

Wealth & Poverty 2

第11回

Wealth & Poverty 3

第12回

Wealth & Poverty 4

第13回

Group Discussions 3/Report reading

第14回

Group Discussions 4/Report reading

第15回

Course review and reflection

授業計画コメント
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Academic essay/report based on student's chosen topic
小テスト
20 ％ Population/Wealth & Poverty (open notebook)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Attendance, impromptu speeches, preparation & active
participation
その他(備考欄を参照)
40 ％ Course notebook (20%) & Group Discussion Facilitation
(20%)
成績評価コメント
A combination of academic report and discussion facilitation scores, notebook grade, attendance & active participation, and quiz
scores.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical feedback will be given to student one week after completion of report, discussion facilitation, quiz, etc.

参考文献
Global Issues,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,5,2016,978-1118968857
その他
In this class, you will learn about global issues by conducting your own research on two topics of your choice, developing your
ability to read and make notes in English, and explaining and discussing your research.
You must attend the first class. You will need to buy an A4-sized notebook and an A4 clear file with many pockets for handouts
and loose paper. Bring these to every class. You may also elect to bring your digital device.
To get a good grade in this class, it is essential that you come to class on time, complete homework in a timely fashion, and
participate actively in English.

講義コード

U510109106

科目名

Issues in the World

英文科目名

Issues in the World

担当者名

PAYDON， Steven

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ３時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051H252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Introduction

第2回

Discussion and Summary Writing: Population I

第3回

Discussion and Summary Writing: Population II

第4回

Discussion and Summary Writing: Population III

第5回

Poster Presentation Preparation

第6回

Poster Presentation Practice

第7回

Poster Presentations

第8回

Discussion and Summary Writing: Wealth & Poverty I

第9回

Discussion and Summary Writing: Wealth & Poverty I

第10回

Discussion and Summary Writing: Wealth & Poverty I

第11回

Poster Presentation Preparation

第12回

Poster Presentation Practice

第13回

Poster Presentations

第14回

Final Reports

第15回

Wrap-up, Reflection and Self-assessment

授業方法
Collaborative learning with a focus on classroom dynamics
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of reading, note-taking or group project work per lesson.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Group discussions
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Topic summaries
レポート
20 ％ Final report on chosen topic
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and performance.
その他(備考欄を参照)
20 ％ Midterm and final self-reflections and self-assessments.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class (orally or written) when possible, and via Moodle when not.
参考文献
Global Issues,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,978-1118968857
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.

講義コード

U510109107

科目名

Issues in the World

英文科目名

Issues in the World

担当者名

DEORIO， Garrett

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ３時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051H252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction - Course overview, introduction to research cycles, creation of research plans
Notes from Global Issues

第2回

Population 1 - Pair discussions
Note-taking, Topic selection
Notes from Global Issues

第3回

Population 2 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第4回

Population 3 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第5回

Population 4 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第6回

Group Discussions 1
Report Reading - Group Discussion (written agenda due)
Reflection and feedback

第7回

Group Discussions 2
Report Reading - Group Discussion (written agenda due)
Reflection and feedback

第8回

Introduction to Second Cycle - Review of first research cycle
Creation of research plans
Notes from Global Issues

第9回

Wealth and Poverty 1 - Pair discussions
Notes from Global Issues
Topic selection

第10回

Wealth and Poverty 2 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第11回

Wealth & Poverty 3 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第12回

Wealth & Poverty 4 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第13回

Group Discussions 3
Report Reading - Group Discussion (written agenda due)
Essay 2 due
Reflection and feedback

第14回

Group Discussions 4
Report Reading - Group Discussion (written agenda due)
Reflection and feedback

第15回

Review and reflection

授業方法
Pair and group work. Readings and research will be done before each class.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 2 hours of reading and note-taking for each class. More time will likely be required in preparation for weeks 6, 7, 13, and 14.
Students will need to complete assigned readings before each class, take a short quiz on them, and be prepared to discuss them.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)

評価配分（％） 備考

30 ％
20 ％
40 ％

Academic research essay on topics chosen by students,
written agendas for discussion.
Quizzes on assigned readings.
Active participation in and preparation for discussions,
completion of readings, attendance.
Completion of notes based on readings and other research.

その他(備考欄を参照)
10 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The instructor and students will reflect upon group discussions, the instructor will give general feedback and advice during these
discussions.
Written assignments will be marked and returned to students.
教科書コメント
There is no required textbook. Materials will be provided by the instructor.
参考文献
Global Issues,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,5th,2016,978-1118968857
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.
その他
Students must be on-time to and prepared for each lesson, bringing handouts and notes from previous classes.
Active participation in class in English, including in groups, and on-time submission of assignments are essential.

講義コード

U510109108

科目名

Issues in the World

英文科目名

Issues in the World

担当者名

PARISH， Lori Michele

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ３時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051H252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
国際開発と協力の基礎的な知識を英語で学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation

第2回

Population 1

第3回

Population 2

第4回

Population 3

第5回

Population 4

第6回

Group Discussions 1/Report reading

第7回

Group Discussions 2/Report reading

第8回

Second cycle orientation

第9回

Wealth & Poverty 1

第10回

Wealth & Poverty 2

第11回

Wealth & Poverty 3

第12回

Wealth & Poverty 4

第13回

Group Discussions 3/Report reading

第14回

Group Discussions 4/Report reading

第15回

Course review and reflection

授業計画コメント
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Academic essay/report based on student's chosen topic
小テスト
20 ％ Population/Wealth & Poverty (open notebook)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Attendance, impromptu speeches, preparation & active
participation
その他(備考欄を参照)
40 ％ Course notebook (20%) & Group Discussion Facilitation
(20%)
成績評価コメント
A combination of academic report and discussion facilitation scores, notebook grade, attendance & active participation, and quiz
scores.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical feedback will be given to student one week after completion of report, discussion facilitation, quiz, etc.

参考文献
Global Issues,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,5,2016,978-1118968857
その他
In this class, you will learn about global issues by conducting your own research on two topics of your choice, developing your
ability to read and make notes in English, and explaining and discussing your research.
You must attend the first class. You will need to buy an A4-sized notebook and an A4 clear file with many pockets for handouts
and loose paper. Bring these to every class. You may also elect to bring your digital device.
To get a good grade in this class, it is essential that you come to class on time, complete homework in a timely fashion, and
participate actively in English.

講義コード

U510109109
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英文科目名
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担当者名

PAYDON， Steven

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051H252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Introduction

第2回

Discussion and Summary Writing: Population I

第3回

Discussion and Summary Writing: Population II

第4回

Discussion and Summary Writing: Population III

第5回

Poster Presentation Preparation

第6回

Poster Presentation Practice

第7回

Poster Presentations

第8回

Discussion and Summary Writing: Wealth & Poverty I

第9回

Discussion and Summary Writing: Wealth & Poverty I

第10回

Discussion and Summary Writing: Wealth & Poverty I

第11回

Poster Presentation Preparation

第12回

Poster Presentation Practice

第13回

Poster Presentations

第14回

Final Reports

第15回

Wrap-up, Reflection and Self-assessment

授業方法
Collaborative learning with a focus on classroom dynamics
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of reading, note-taking or group project work per lesson.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Group discussions
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Topic summaries
レポート
20 ％ Final report on chosen topic
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and performance.
その他(備考欄を参照)
20 ％ Midterm and final self-reflections and self-assessments.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class (orally or written) when possible, and via Moodle when not.
参考文献
Global Issues,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,978-1118968857
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.

講義コード

U510109110

科目名

Issues in the World

英文科目名

Issues in the World

担当者名

DEORIO， Garrett

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051H252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of international development and cooperation, the course will progress to the basic language and
concepts necessary to understand the discourse on global development. Students will learn about, and speak and write about
various issues associated with development of countries by looking at specific examples. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international development and cooperation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction - Course overview, introduction to research cycles, creation of research plans
Notes from Global Issues

第2回

Population 1 - Pair discussions
Note-taking, Topic selection
Notes from Global Issues

第3回

Population 2 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第4回

Population 3 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第5回

Population 4 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第6回

Group Discussions 1
Report Reading - Group Discussion (written agenda due)
Reflection and feedback

第7回

Group Discussions 2
Report Reading - Group Discussion (written agenda due)
Reflection and feedback

第8回

Introduction to Second Cycle - Review of first research cycle
Creation of research plans
Notes from Global Issues

第9回

Wealth and Poverty 1 - Pair discussions
Notes from Global Issues
Topic selection

第10回

Wealth and Poverty 2 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第11回

Wealth & Poverty 3 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第12回

Wealth & Poverty 4 - Pair discussions
Notes from research on chosen topic

第13回

Group Discussions 3
Report Reading - Group Discussion (written agenda due)
Essay 2 due
Reflection and feedback

第14回

Group Discussions 4
Report Reading - Group Discussion (written agenda due)
Reflection and feedback

第15回

Review and reflection

授業方法
Pair and group work. Readings and research will be done before each class.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 2 hours of reading and note-taking for each class. More time will likely be required in preparation for weeks 6, 7, 13, and 14.
Students will need to complete assigned readings before each class, take a short quiz on them, and be prepared to discuss them.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)

評価配分（％） 備考

30 ％
20 ％
40 ％

Academic research essay on topics chosen by students,
written agendas for discussion.
Quizzes on assigned readings.
Active participation in and preparation for discussions,
completion of readings, attendance.
Completion of notes based on readings and other research.

その他(備考欄を参照)
10 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The instructor and students will reflect upon group discussions, the instructor will give general feedback and advice during these
discussions.
Written assignments will be marked and returned to students.
教科書コメント
There is no required textbook. Materials will be provided by the instructor.
参考文献
Global Issues,Hite and Seitz,Wiley-Blackwell,5th,2016,978-1118968857
履修上の注意
Prerequisite: You must have completed both Academic Skills I and English Communication I to enroll in this course.
その他
Students must be on-time to and prepared for each lesson, bringing handouts and notes from previous classes.
Active participation in class in English, including in groups, and on-time submission of assignments are essential.

講義コード

U510110101

科目名

海外研修Ⅰ

英文科目名

Study Abroad I

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 西２－４０１

科目ナンバリング

051J101

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
国際社会科学部の学びの中で、卒業要件となっている海外研修の理解を深め、モチベーションを高めるとともに、自分にとって、どの
ような留学が適切であるかを考え、実行するための計画を立てる。また、基本的な留学への予備知識として、海外の大学の授業内容
や形態、手続き、海外での生活様式への対応方法、危機管理、コミュニティー活動や課外活動の可能性等を学ぶ。ゲストスピーカー
の話しを聞き、Q&A等に自ら積極的に参加する態度を育成する。
到達目標
学生の留学に関する知識を深め、国際社会科学部での学びにおいての留学の位置づけを考える。海外の高等教育の事情を知ると
ともに、海外での生活への適応能力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

コース・イントロダクション
—科目及びシラバスの説明を聴き、スケジュールや課題等について理解する。
—海外研修について社会科学部でのカリキュラム上の位置づけの概略を理解し、社会科学部での学修と将来のキャ
リアを見据えて海外研修の意義について考える。

第2回

国際社会科学部における海外研修＃１
—海外研修の種類と内容：国際社会科学部において可能な海外研修の種類と内容の概略についての知識を得る。
短期、中期、長期海外研修等に関して、内容、費用、選考基準（TOEFL及びIELTSスコアやGPA）等の違いの概略
を知る。
—2017年度の短期研修について様々な可能性（例えば、学部企画、国際研究教育機構企画）について情報を得る。

第3回

TOEFL及びIELTS＃１
-TOEFL及びIELTSに関するゲスト講師を招き、 テストの形式と内容、学習方法等について知識を得る。
-オンライン等での練習機会（例えば、MOOCs及びフリーオンラインテスト）等の情報を得る。
—Self-directed leaning (科目)でTOEFL及びIELTS準備に取り組む可能性を考える。

第4回

国際社会科学部における海外研修＃２
—短期、中期、長期海外研修等に関して、内容、費用、選考基準（TOEFL及びIELTSスコアーやGPA）等の違いがあ
るため、各自が自分でプランを作成していく必要があることを理解する。特に、TOEFL及びIELTS のみではなく、
GPAの重要性を理解する。
—海外研修援助金および授業料免除等についての基礎知識を得る。
—2017年度の短期研修について質疑応答の機会を持つ。
—2016年度あるいは2017年度の短期研修参加者の話しを聴き、様々な選択を検討する機会を持つ。

第5回

国際社会科学部における海外研修＃３ ＆ 海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃1
—（a）学習院協定交換プログラムと（b）協定外海外研修プログラムが有ることを知る。
—海外の高等教育について基礎的な知識を学ぶ。
—協定外海外研修プログラム（＠MEC）について理解する。MECを利用したオーストラリアの海外研修先に焦点を当
てゲストスピーカーであるMEC + MECネットワーク大学のプレゼンテーションを聴き, 情報を整理し、質疑応答に参加
する。

第6回

TOEFL及びIELTS＃２
—TOEFL ITP 実施。

第7回

海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃２
—協定留学プログラム（＠国際交流センター）について理解する。学習院大学協定交換留学における相手校に焦点
を当てながら、海外の高等教育について基礎的な知識を学ぶ。グローバル化する世界においてコミュニケーション能
力の重要性を理解する。
—2017年度出発の協定留学プログラム派遣者あるいは2018年度秋出発の協定留学プログラム派遣者予定者の話を
聴き、情報を整理し、質疑応答に参加する。

第8回

海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃3
—協定外海外研修プログラム（＠学部提携）について理解する。国際社会科学部提携先を利用した海外研修先の高
等教育機関に焦点を当てながら、海外の高等教育について基礎的な知識を学ぶ。グローバル化する世界において
コミュニケーション能力の重要性を理解する。
—学部提携大学関係者のゲストレクチャーを聴き、情報を整理し、質疑応答に参加する。

第9回

海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃4
—協定外海外研修プログラム（＠SAF）について理解する。SAFを利用した海外研修先に焦点を当てながら、海外の
高等教育について基礎的な知識を学ぶ。グローバル化する世界においてコミュニケーション能力の重要性を理解す
る。
-トビタテ・プログラムについて情報を得る。
-SAF ＆ SAFネットワーク大学関係者のプレゼンテーションを聴き, 情報を整理し、質疑応答に参加する。

第10回

海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃5
—グローバル化する世界においてコミュニケーション能力の重要性を理解する。
—学習院大学在学生及び近年の卒業生で中長期の海外研修体験者の話を聴き、海外体験およびキャリア形成に関
する情報を整理し、質疑応答に参加する。

第11回

危機管理：基礎知識

基本的な考え方、保険加入について、渡航前情報収集、渡航中対策などについてレクチャーを聴き、整理し、理解
する。
第12回

単位認定：基礎知識
基本的な考え方、渡航前情報収集、海外研修先での情報収集と予定の変更に関する考え方、海外研修後の手続き
等についてレクチャーを聴き、整理し、理解する。

第13回

ドリーム海外研修プラン＃１
ドリーム海外研修プランを作成に向けて様々な項目を話し合い、整理する。

第14回

ドリーム海外研修プラン＃２
ドリーム海外研修プランを作成しアップロードする。

第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認。

授業計画コメント
ゲストスピーカー等の都合によるスケジュール変更の可能性有り。また、可能であれば、ホスト国の大使館からのゲストスピーカーのレ
クチャーを聴く機会をもつ。
授業方法
講義およびQ&A
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
様々な異なるトピック、テーマ、情報を学んでいくという学修内容となるため、授業前及び授業後にそれらの主旨を理解し、ランチタイ
ム説明会に参加して情報収集行う、留学アドバイスをうける等を含む、課題に取り組むことが必要である。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
30 ％ 最終課題（最終課題までの準備的課題も含む）
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ ゲストレクチャーのレポート、その他の提出課題、海外研修説
明会の参加コメント等
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ 毎回の授業の最後に記入するワンミニッツペーパー、授業活
動への積極的参加、Q&A等への貢献
その他(備考欄を参照)
20 ％ 留学の準備。ITP受験、留学相談への適切な参加、TOEFLと
IELTSへの準備（例えば、MOOCs及びオンラインプラクティ
ス、TOEFL—IBTまたはIELTSの受験等も含む）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。
履修上の注意
自分にとっての留学の意義を考え、準備及び実際の研修の計画を立てるために、重要な知識や情報を修得する必修科目である。
目的意識を持って履修すること。海外研修終了後、海外研修IIを履修。

講義コード

U510110102

科目名

海外研修Ⅰ

英文科目名

Study Abroad I

担当者名

入江 恵

単位

1

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 北１－４０１

科目ナンバリング

051J101

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
国際社会科学部の学びの中で、卒業要件となっている海外研修の理解を深め、モチベーションを高めるとともに、自分にとって、どの
ような留学が適切であるかを考え、実行するための計画を立てる。また、基本的な留学への予備知識として、海外の大学の授業内容
や形態、手続き、海外での生活様式への対応方法、危機管理、コミュニティー活動や課外活動の可能性等を学ぶ。ゲストスピーカー
の話しを聞き、Q&A等に自ら積極的に参加する態度を育成する。
到達目標
学生の留学に関する知識を深め、国際社会科学部での学びにおいての留学の位置づけを考える。海外の高等教育の事情を知ると
ともに、海外での生活への適応能力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

コース・イントロダクション
—科目及びシラバスの説明を聴き、スケジュールや課題等について理解する。
—海外研修について社会科学部でのカリキュラム上の位置づけの概略を理解し、社会科学部での学修と将来のキャ
リアを見据えて海外研修の意義について考える

第2回

国際社会科学部における海外研修＃１
—海外研修の種類と内容：国際社会科学部において可能な海外研修の種類と内容の概略についての知識を得る。
短期、中期、長期海外研修等に関して、内容、費用、選考基準（TOEFL及びIELTSスコアやGPA）等の違いの概略
を知る。
—2017年度の短期研修について様々な可能性（例えば、学部企画、国際研究教育機構企画）について情報を得る。

第3回

TOEFL及びIELTS＃１
-TOEFL及びIELTSに関するゲスト講師を招き、 テストの形式と内容、学習方法等について知識を得る。
-オンライン等での練習機会（例えば、MOOCs及びフリーオンラインテスト）等の情報を得る。
—Self-directed leaning (科目)でTOEFL及びIELTS準備に取り組む可能性を考える。

第4回

国際社会科学部における海外研修＃２
—短期、中期、長期海外研修等に関して、内容、費用、選考基準（TOEFL及びIELTSスコアーやGPA）等の違いがあ
るため、各自が自分でプランを作成していく必要があることを理解する。特に、TOEFL及びIELTS のみではなく、
GPAの重要性を理解する。
—海外研修援助金および授業料免除等についての基礎知識を得る。
—2017年度の短期研修について質疑応答の機会を持つ。
—2016年度あるいは2017年度の短期研修参加者の話しを聴き、様々な選択を検討する機会を持つ。

第5回

国際社会科学部における海外研修＃３ ＆ 海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃1
—（a）学習院協定交換プログラムと（b）協定外海外研修プログラムが有ることを知る。
—海外の高等教育について基礎的な知識を学ぶ。
—協定外海外研修プログラム（＠MEC）について理解する。MECを利用したオーストラリアの海外研修先に焦点を当
てゲストスピーカーであるMEC + MECネットワーク大学のプレゼンテーションを聴き, 情報を整理し、質疑応答に参加
する

第6回

TOEFL及びIELTS＃２
—TOEFL ITP 実施

第7回

海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃２
—協定留学プログラム（＠国際交流センター）について理解する。学習院大学協定交換留学における相手校に焦点
を当てながら、海外の高等教育について基礎的な知識を学ぶ。グローバル化する世界においてコミュニケーション能
力の重要性を理解する。
—2017年度出発の協定留学プログラム派遣者あるいは2018年度秋出発の協定留学プログラム派遣者予定者の話を
聴き、情報を整理し、質疑応答に参加する。

第8回

海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃3
—協定外海外研修プログラム（＠学部提携）について理解する。国際社会科学部提携先を利用した海外研修先の高
等教育機関に焦点を当てながら、海外の高等教育について基礎的な知識を学ぶ。グローバル化する世界において
コミュニケーション能力の重要性を理解する。
—学部提携大学関係者のゲストレクチャーを聴き、情報を整理し、質疑応答に参加する。

第9回

海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃4
—協定外海外研修プログラム（＠SAF）について理解する。SAFを利用した海外研修先に焦点を当てながら、海外の
高等教育について基礎的な知識を学ぶ。グローバル化する世界においてコミュニケーション能力の重要性を理解す
る。
-トビタテ・プログラムについて情報を得る。
-SAF ＆ SAFネットワーク大学関係者のプレゼンテーションを聴き, 情報を整理し、質疑応答に参加する。

第10回

海外の大学事情と異文化コミュニケーション＃5
—グローバル化する世界においてコミュニケーション能力の重要性を理解する。
—学習院大学在学生及び近年の卒業生で中長期の海外研修体験者の話を聴き、海外体験およびキャリア形成に関
する情報を整理し、質疑応答に参加する。

第11回

危機管理：基礎知識

基本的な考え方、保険加入について、渡航前情報収集、渡航中対策などについてレクチャーを聴き、整理し、理解
する。
第12回

単位認定：基礎知識
基本的な考え方、渡航前情報収集、海外研修先での情報収集と予定の変更に関する考え方、海外研修後の手続き
等についてレクチャーを聴き、整理し、理解する。
基本的な考え方、保険加入について、渡航前情報収集、渡航中対策などについてレクチャーを聴き、整理し、理解
する。

第13回

ドリーム海外研修プラン＃１
ドリーム海外研修プランを作成に向けて様々な項目を話し合い、整理する。

第14回

ドリーム海外研修プラン＃２
ドリーム海外研修プランを作成しアップロードする。

第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認

授業計画コメント
ゲストスピーカー等の都合によるスケジュール変更の可能性有り。また、可能であれば、ホスト国の大使館からのゲストスピーカーのレ
クチャーを聴く機会をもつ。
授業方法
講義形式、質疑応答
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
様々な異なるトピック、テーマ、情報を学んでいくという学修内容となるため、授業前及び授業後にそれらの主旨を理解し、ランチタイ
ム説明会に参加して情報収集行う、留学アドバイスをうける等を含む、課題に取り組むことが必要である。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
30 ％ 最終課題（最終課題までの準備的課題も含む）
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ ゲストレクチャーのレポート、その他の提出課題、海外研修説
明会の参加コメント等
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ 毎回の授業の最後に記入するワンミニッツペーパー、授業活
動への積極的参加、Q&A等への貢献
その他(備考欄を参照)
20 ％ 留学の準備。ITP受験、留学相談への適切な参加、TOEFLと
IELTSへの準備（例えば、MOOCs及びオンラインプラクティ
ス、TOEFL—IBTまたはIELTSの受験等も含む）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。
履修上の注意
自分にとっての留学の意義を考え、準備及び実際の研修の計画を立てるために、重要な知識や情報を修得する必修科目である。
目的意識を持って履修すること。授業には必ずパソコンを持ってくること。
その他
海外研修終了後、海外研修IIを履修。

講義コード

U510111101

科目名

海外研修Ⅱ

英文科目名

Study Abroad II

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ３時限 南１－３０１

科目ナンバリング

051J251

配当年次

学部 １年～３年

授業概要
海外研修を振り返り、その成果と研修プログラムを様々な視点から振り返り、客観的に評価をする。海外研修の経験と学びをこれから
の社会科学分野での学修及び将来のキャリアに結びつけて行く道筋を考察するために、ゲストスピーカーの講義を聴く。各々の学生
が考え、調べ、発表を行い、研修成果の価値を確認し、海外研修報告をするとともに、 チームに分かれて話し合いや発表を行うこと
により、海外経験で身につけた英語力、多様性への理解、チャレンジ精神、積極的な行動様式や態度の維持と向上を図る。
到達目標
・海外研修を振り返り、その学びと成果を様々な視点から振り返り、他のプログラムに参加した学生,これから留学をする学生と分かち
合う。
・今後の社会科学分野での学習および将来のキャリアプランへの活かし方を考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション：科目説明、課題説明、コースの予定説明など
授業の目的を含むシラバスの確認、課題の説明、コースの予定、活動内容の具体的説明等
＜留学体験の振り返り＞
留学体験１０minute-paperへの記述等

第2回

＜語学力の維持向上＞
英語能力試験 (CASEC, TOEFL ITP, その他)の結果・フィードバックを分析・自己評価
CASECテストスコアレポート理解、英語力の把握、今後のゴール設定および学習計画

第3回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃１＞
グループに分かれ、日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなこと
が可能であるかを話し合う。

第4回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃２＞
日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなことが可能であるかにつ
いて、グループとして発表する。今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を
報告あるいは記述する機会を学期末に持つことを知る。

第5回

＜ゲストスピーカー＃1＞
社会人のゲスト講師の話を聞き、留学、海外経験、語学能力等とキャリアについて理解を深め、海外研修を社会科
学の学修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける必要性を学ぶ。

第6回

＜ゲストスピーカー＃２＞
海外研修を多様性の理解および英語力の維持向上に結びつける機会として学習院大学で提供されているプログラ
ムについて講師を招いて話しを聞く。
＜海外研修報告作業#１＞
海外研修報告プレゼンテーション準備：「Show & Tell」の説明を聴く。国際的な差異、国内的な差異について、具体
的な「もの」を見せ（Show) 話す（Tell)。同じプログラムに参加した学生、同じ国に参加した学生等、何らかの共通性を
もとにペアを組むことも可。発表の具体的内容を決め、確認する。

第7回

＜海外研修報告作業#２＞
研修海外報告プレゼンテーション準備：発表内容を整理し、組み立てる。原稿とパワーポイントを作成する。リハーサ
ルを行う。

第8回

＜海外研修報告作業#３＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第9回

＜海外研修報告作業#４＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第10回

＜ゲストスピーカー＃３＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第11回

＜ゲストスピーカー＃４＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第12回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #1＞
留学を活かすための自己分析：長短所・価値観・将来の夢・ゴール設定
英語テスト結果、スピーチ、グループディスカッション、チームプレゼンテーションでの経験等をもとに、自己分析を使
い、自分自身の海外研修及び事後活動を評価し、今後の大学における学習および卒業後のキャリアプランに活用で
きる２分スピーチの準備。

第13回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #2＞
2分間スピーチの準備及び練習。

第14回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #3＞

2分間スピーチを行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィードバック／相互評価の機会を持つ。
今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を報告あるいは記述する機会を持
つ。
第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認
Summary, feedback, reflection

授業計画コメント
研修前のSAIIオリエンテーション及び第一回目の授業に出席すること。ゲストスピーカーのレクチャーを聴き、質問し、各自のキャリア
形成と結びつけた感想をまとめること。提出課題及び平常点（クラス参加、グループ作業の成果等）の比重が大きいので、週ごとの課
題に真面目に取り組む事が重要である。英語のプレゼンテーション（チーム及び個人）の能力を向上させる努力をしてほしい。
授業方法
講義、発表、ディスカッション、グループワーク
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回、事前にその授業の主旨を理解し、１時間程度は情報収集などを含む課題に取り組むことが必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
45 ％ 提出課題（Moodleへのポスト、留学体験１０minute-paper、ゲ
ストレクチャーの感想コメントレポート）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ One-minute paper、クラスアクティビティーへの参加と貢献、
グループ作業への貢献
その他(備考欄を参照)
30 ％ プレゼンテーション 語学力多様性理解の維持向上プラン（グ
ループプレゼンテーション、準備＋当日パフォーマンス）
10％ 海外研修報告（個人またはペアプレゼンテーション、準
備＋当日パフォーマンス）10% 最終課題スピーチ（個人スピー
チ、準備＋当日パフォーマンス）10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。ゲストスピー
カーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。
履修上の注意
１年次前期に海外研修Iを履修し、海外研修終了後直近の学期に履修。
その他
ゲストスピーカーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。

講義コード

U510111102

科目名

海外研修Ⅱ

英文科目名

Study Abroad II

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 南１－３０１

科目ナンバリング

051J251

配当年次

学部 １年～３年

授業概要
海外研修を振り返り、その成果と研修プログラムを様々な視点から振り返り、客観的に評価をする。海外研修の経験と学びをこれから
の社会科学分野での学修及び将来のキャリアに結びつけて行く道筋を考察するために、ゲストスピーカーの講義を聴く。各々の学生
が考え、調べ、発表を行い、研修成果の価値を確認し、海外研修報告をするとともに、 チームに分かれて話し合いや発表を行うこと
により、海外経験で身につけた英語力、多様性への理解、チャレンジ精神、積極的な行動様式や態度の維持と向上を図る。
到達目標
・海外研修を振り返り、その学びと成果を様々な視点から振り返り、他のプログラムに参加した学生,これから留学をする学生と分かち
合う。
・今後の社会科学分野での学習および将来のキャリアプランへの活かし方を考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション：科目説明、課題説明、コースの予定説明など
授業の目的を含むシラバスの確認、課題の説明、コースの予定、活動内容の具体的説明等
＜留学体験の振り返り＞
留学体験１０minute-paperへの記述等

第2回

＜語学力の維持向上＞
英語能力試験 (CASEC, TOEFL ITP, その他)の結果・フィードバックを分析・自己評価
CASECテストスコアレポート理解、英語力の把握、今後のゴール設定および学習計画

第3回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃１＞
グループに分かれ、日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなこと
が可能であるかを話し合う。

第4回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃２＞
日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなことが可能であるかにつ
いて、グループとして発表する。今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を
報告あるいは記述する機会を学期末に持つことを知る。

第5回

＜ゲストスピーカー＃1＞
社会人のゲスト講師の話を聞き、留学、海外経験、語学能力等とキャリアについて理解を深め、海外研修を社会科
学の学修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける必要性を学ぶ。

第6回

＜ゲストスピーカー＃２＞
海外研修を多様性の理解および英語力の維持向上に結びつける機会として学習院大学で提供されているプログラ
ムについて講師を招いて話しを聞く。
＜海外研修報告作業#１＞
海外研修報告プレゼンテーション準備：「Show & Tell」の説明を聴く。国際的な差異、国内的な差異について、具体
的な「もの」を見せ（Show) 話す（Tell)。同じプログラムに参加した学生、同じ国に参加した学生等、何らかの共通性を
もとにペアを組むことも可。発表の具体的内容を決め、確認する。

第7回

＜海外研修報告作業#２＞
研修海外報告プレゼンテーション準備：発表内容を整理し、組み立てる。原稿とパワーポイントを作成する。リハーサ
ルを行う。

第8回

＜海外研修報告作業#３＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第9回

＜海外研修報告作業#４＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第10回

＜ゲストスピーカー＃３＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第11回

＜ゲストスピーカー＃４＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第12回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #1＞
留学を活かすための自己分析：長短所・価値観・将来の夢・ゴール設定
英語テスト結果、スピーチ、グループディスカッション、チームプレゼンテーションでの経験等をもとに、自己分析を使
い、自分自身の海外研修及び事後活動を評価し、今後の大学における学習および卒業後のキャリアプランに活用で
きる２分スピーチの準備。

第13回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #2＞
2分間スピーチの準備及び練習。

第14回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #3＞

2分間スピーチを行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィードバック／相互評価の機会を持つ。
今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を報告あるいは記述する機会を持
つ。
第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認
Summary, feedback, reflection

授業計画コメント
研修前のSAIIオリエンテーション及び第一回目の授業に出席すること。ゲストスピーカーのレクチャーを聴き、質問し、各自のキャリア
形成と結びつけた感想をまとめること。提出課題及び平常点（クラス参加、グループ作業の成果等）の比重が大きいので、週ごとの課
題に真面目に取り組む事が重要である。英語のプレゼンテーション（チーム及び個人）の能力を向上させる努力をしてほしい。
授業方法
講義、発表、ディスカッション、グループワーク
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回、事前にその授業の主旨を理解し、１時間程度は情報収集などを含む課題に取り組むことが必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
45 ％ 提出課題（Moodleへのポスト、留学体験１０minute-paper、ゲ
ストレクチャーの感想コメントレポート）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ One-minute paper、クラスアクティビティーへの参加と貢献、
グループ作業への貢献
その他(備考欄を参照)
30 ％ プレゼンテーション 語学力多様性理解の維持向上プラン（グ
ループプレゼンテーション、準備＋当日パフォーマンス）
10％ 海外研修報告（個人またはペアプレゼンテーション、準
備＋当日パフォーマンス）10% 最終課題スピーチ（個人スピー
チ、準備＋当日パフォーマンス）10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。ゲストスピー
カーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。
履修上の注意
１年次前期に海外研修Iを履修し、海外研修終了後直近の学期に履修。
その他
ゲストスピーカーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。

講義コード

U510111103

科目名

海外研修Ⅱ

英文科目名

Study Abroad II

担当者名

入江 恵

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ３時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051J251

配当年次

学部 １年～３年

授業概要
海外研修を振り返り、その成果と研修プログラムを様々な視点から振り返り、客観的に評価をする。海外研修の経験と学びをこれから
の社会科学分野での学修及び将来のキャリアに結びつけて行く道筋を考察するために、ゲストスピーカーの講義を聴く。各々の学生
が考え、調べ、発表を行い、研修成果の価値を確認し、海外研修報告をするとともに、 チームに分かれて話し合いや発表を行うこと
により、海外経験で身につけた英語力、多様性への理解、チャレンジ精神、積極的な行動様式や態度の維持と向上を図る。
到達目標
・海外研修を振り返り、その学びと成果を様々な視点から振り返り、他のプログラムに参加した学生,これから留学をする学生と分かち
合う。
・今後の社会科学分野での学習および将来のキャリアプランへの活かし方を考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション：科目説明、課題説明、コースの予定説明など
授業の目的を含むシラバスの確認、課題の説明、コースの予定、活動内容の具体的説明等
＜留学体験の振り返り＞
留学体験１０minute-paperへの記述等

第2回

＜語学力の維持向上＞
英語能力試験 (CASEC, TOEFL ITP, その他)の結果・フィードバックを分析・自己評価
CASECテストスコアレポート理解、英語力の把握、今後のゴール設定および学習計画

第3回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃１＞
グループに分かれ、日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなこと
が可能であるかを話し合う。

第4回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃２＞
日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなことが可能であるかにつ
いて、グループとして発表する。今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を
報告あるいは記述する機会を学期末に持つことを知る。

第5回

＜ゲストスピーカー＃1＞
社会人のゲスト講師の話を聞き、留学、海外経験、語学能力等とキャリアについて理解を深め、海外研修を社会科
学の学修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける必要性を学ぶ。

第6回

＜ゲストスピーカー＃２＞
海外研修を多様性の理解および英語力の維持向上に結びつける機会として学習院大学で提供されているプログラ
ムについて講師を招いて話しを聞く。
＜海外研修報告作業#１＞
海外研修報告プレゼンテーション準備：「Show & Tell」の説明を聴く。国際的な差異、国内的な差異について、具体
的な「もの」を見せ（Show) 話す（Tell)。同じプログラムに参加した学生、同じ国に参加した学生等、何らかの共通性を
もとにペアを組むことも可。発表の具体的内容を決め、確認する

第7回

＜海外研修報告作業#２＞
研修海外報告プレゼンテーション準備：発表内容を整理し、組み立てる。原稿とパワーポイントを作成する。リハーサ
ルを行う。

第8回

＜海外研修報告作業#３＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第9回

＜海外研修報告作業#４＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第10回

＜ゲストスピーカー＃３＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第11回

＜ゲストスピーカー＃４＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第12回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #1＞
留学を活かすための自己分析：長短所・価値観・将来の夢・ゴール設定
英語テスト結果、スピーチ、グループディスカッション、チームプレゼンテーションでの経験等をもとに、自己分析を使
い、自分自身の海外研修及び事後活動を評価し、今後の大学における学習および卒業後のキャリアプランに活用で
きる２分スピーチの準備

第13回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #2＞
2分間スピーチの準備及び練習。

第14回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #3＞

2分間スピーチを行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィードバック／相互評価の機会を持つ。
今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を報告あるいは記述する機会を持
つ。
第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認
Summary, feedback, reflection

授業計画コメント
ゲストスピーカーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。
授業方法
授業方法 講義、発表、ディスカッション、グループワーク
準備学習（予習・復習）
準備学習に必要な時間・学修内容等 毎回、事前にその授業の主旨を理解し、１時間程度は情報収集などを含む課題に取り組むこと
が必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
45 ％ 提出課題（Moodleへのポスト、留学体験１０minute-paper、ゲ
ストレクチャーの感想コメントレポート）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ One-minute paper、クラスアクティビティーへの参加と貢献、
グループ作業への貢献
その他(備考欄を参照)
30 ％ プレゼンテーション語学力多様性理解の維持向上プラン（グ
ループプレゼンテーション、準備＋当日パフォーマンス）10％
海外研修報告（個人またはペアプレゼンテーション、準備＋
当日パフォーマンス）10%最終課題スピーチ（個人スピーチ、
準備＋当日パフォーマンス）10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。
履修上の注意
研修前のSAIIオリエンテーション及び第一回目の授業に出席すること。ゲストスピーカーのレクチャーを聴き、質問し、各自のキャリ
ア形成と結びつけた感想をまとめること。提出課題及び平常点（クラス参加、グループ作業の成果等）の比重が大きいので、週ごと
の課題に真面目に取り組む事が重要である。英語のプレゼンテーション（チーム及び個人）の能力を向上させる努力をしてほしい。
１年次前期に海外研修Iを履修し、海外研修終了後直近の学期に履修。

講義コード

U510111104

科目名

海外研修Ⅱ

英文科目名

Study Abroad II

担当者名

入江 恵

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051J251

配当年次

学部 １年～３年

授業概要
海外研修を振り返り、その成果と研修プログラムを様々な視点から振り返り、客観的に評価をする。海外研修の経験と学びをこれから
の社会科学分野での学修及び将来のキャリアに結びつけて行く道筋を考察するために、ゲストスピーカーの講義を聴く。各々の学生
が考え、調べ、発表を行い、研修成果の価値を確認し、海外研修報告をするとともに、 チームに分かれて話し合いや発表を行うこと
により、海外経験で身につけた英語力、多様性への理解、チャレンジ精神、積極的な行動様式や態度の維持と向上を図る。
到達目標
・海外研修を振り返り、その学びと成果を様々な視点から振り返り、他のプログラムに参加した学生,これから留学をする学生と分かち
合う。
・今後の社会科学分野での学習および将来のキャリアプランへの活かし方を考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション：科目説明、課題説明、コースの予定説明など
授業の目的を含むシラバスの確認、課題の説明、コースの予定、活動内容の具体的説明等
＜留学体験の振り返り＞
留学体験１０minute-paperへの記述等

第2回

＜語学力の維持向上＞
英語能力試験 (CASEC, TOEFL ITP, その他)の結果・フィードバックを分析・自己評価
CASECテストスコアレポート理解、英語力の把握、今後のゴール設定および学習計画

第3回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃１＞
グループに分かれ、日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなこと
が可能であるかを話し合う。

第4回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃２＞
日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなことが可能であるかにつ
いて、グループとして発表する。今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を
報告あるいは記述する機会を学期末に持つことを知る。

第5回

＜ゲストスピーカー＃1＞
社会人のゲスト講師の話を聞き、留学、海外経験、語学能力等とキャリアについて理解を深め、海外研修を社会科
学の学修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける必要性を学ぶ。

第6回

＜ゲストスピーカー＃２＞
海外研修を多様性の理解および英語力の維持向上に結びつける機会として学習院大学で提供されているプログラ
ムについて講師を招いて話しを聞く。
＜海外研修報告作業#１＞
海外研修報告プレゼンテーション準備：「Show & Tell」の説明を聴く。国際的な差異、国内的な差異について、具体
的な「もの」を見せ（Show) 話す（Tell)。同じプログラムに参加した学生、同じ国に参加した学生等、何らかの共通性を
もとにペアを組むことも可。発表の具体的内容を決め、確認する

第7回

＜海外研修報告作業#２＞
研修海外報告プレゼンテーション準備：発表内容を整理し、組み立てる。原稿とパワーポイントを作成する。リハーサ
ルを行う。

第8回

＜海外研修報告作業#３＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第9回

＜海外研修報告作業#４＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第10回

＜ゲストスピーカー＃３＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第11回

＜ゲストスピーカー＃４＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第12回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #1＞
留学を活かすための自己分析：長短所・価値観・将来の夢・ゴール設定
英語テスト結果、スピーチ、グループディスカッション、チームプレゼンテーションでの経験等をもとに、自己分析を使
い、自分自身の海外研修及び事後活動を評価し、今後の大学における学習および卒業後のキャリアプランに活用で
きる２分スピーチの準備

第13回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #2＞
2分間スピーチの準備及び練習。

第14回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #3＞

2分間スピーチを行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィードバック／相互評価の機会を持つ。
今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を報告あるいは記述する機会を持
つ。
第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認
Summary, feedback, reflection

授業計画コメント
ゲストスピーカーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。
授業方法
授業方法 講義、発表、ディスカッション、グループワーク
準備学習（予習・復習）
準備学習に必要な時間・学修内容等 毎回、事前にその授業の主旨を理解し、１時間程度は情報収集などを含む課題に取り組むこと
が必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
45 ％ 提出課題（Moodleへのポスト、留学体験１０minute-paper、ゲ
ストレクチャーの感想コメントレポート）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ One-minute paper、クラスアクティビティーへの参加と貢献、
グループ作業への貢献
その他(備考欄を参照)
30 ％ プレゼンテーション語学力多様性理解の維持向上プラン（グ
ループプレゼンテーション、準備＋当日パフォーマンス）10％
海外研修報告（個人またはペアプレゼンテーション、準備＋
当日パフォーマンス）10%最終課題スピーチ（個人スピーチ、
準備＋当日パフォーマンス）10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。
履修上の注意
研修前のSAIIオリエンテーション及び第一回目の授業に出席すること。ゲストスピーカーのレクチャーを聴き、質問し、各自のキャリ
ア形成と結びつけた感想をまとめること。提出課題及び平常点（クラス参加、グループ作業の成果等）の比重が大きいので、週ごと
の課題に真面目に取り組む事が重要である。英語のプレゼンテーション（チーム及び個人）の能力を向上させる努力をしてほしい。
１年次前期に海外研修Iを履修し、海外研修終了後直近の学期に履修。

講義コード

U510111105

科目名

海外研修Ⅱ

英文科目名

Study Abroad II

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ３時限 南１－３０１

科目ナンバリング

051J251

配当年次

学部 １年～３年

授業概要
海外研修を振り返り、その成果と研修プログラムを様々な視点から振り返り、客観的に評価をする。海外研修の経験と学びをこれから
の社会科学分野での学修及び将来のキャリアに結びつけて行く道筋を考察するために、ゲストスピーカーの講義を聴く。各々の学生
が考え、調べ、発表を行い、研修成果の価値を確認し、海外研修報告をするとともに、 チームに分かれて話し合いや発表を行うこと
により、海外経験で身につけた英語力、多様性への理解、チャレンジ精神、積極的な行動様式や態度の維持と向上を図る。
到達目標
・海外研修を振り返り、その学びと成果を様々な視点から振り返り、他のプログラムに参加した学生,これから留学をする学生と分かち
合う。
・今後の社会科学分野での学習および将来のキャリアプランへの活かし方を考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション：科目説明、課題説明、コースの予定説明など
授業の目的を含むシラバスの確認、課題の説明、コースの予定、活動内容の具体的説明等
＜留学体験の振り返り＞
留学体験１０minute-paperへの記述等

第2回

＜語学力の維持向上＞
英語能力試験 (CASEC, TOEFL ITP, その他)の結果・フィードバックを分析・自己評価
CASECテストスコアレポート理解、英語力の把握、今後のゴール設定および学習計画

第3回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃１＞
グループに分かれ、日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなこと
が可能であるかを話し合う。

第4回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃２＞
日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなことが可能であるかにつ
いて、グループとして発表する。今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を
報告あるいは記述する機会を学期末に持つことを知る。

第5回

＜ゲストスピーカー＃1＞
社会人のゲスト講師の話を聞き、留学、海外経験、語学能力等とキャリアについて理解を深め、海外研修を社会科
学の学修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける必要性を学ぶ。

第6回

＜ゲストスピーカー＃２＞
海外研修を多様性の理解および英語力の維持向上に結びつける機会として学習院大学で提供されているプログラ
ムについて講師を招いて話しを聞く。
＜海外研修報告作業#１＞
海外研修報告プレゼンテーション準備：「Show & Tell」の説明を聴く。国際的な差異、国内的な差異について、具体
的な「もの」を見せ（Show) 話す（Tell)。同じプログラムに参加した学生、同じ国に参加した学生等、何らかの共通性を
もとにペアを組むことも可。発表の具体的内容を決め、確認する。

第7回

＜海外研修報告作業#２＞
研修海外報告プレゼンテーション準備：発表内容を整理し、組み立てる。原稿とパワーポイントを作成する。リハーサ
ルを行う。

第8回

＜海外研修報告作業#３＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第9回

＜海外研修報告作業#４＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第10回

＜ゲストスピーカー＃３＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第11回

＜ゲストスピーカー＃４＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第12回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #1＞
留学を活かすための自己分析：長短所・価値観・将来の夢・ゴール設定
英語テスト結果、スピーチ、グループディスカッション、チームプレゼンテーションでの経験等をもとに、自己分析を使
い、自分自身の海外研修及び事後活動を評価し、今後の大学における学習および卒業後のキャリアプランに活用で
きる２分スピーチの準備。

第13回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #2＞
2分間スピーチの準備及び練習。

第14回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #3＞

2分間スピーチを行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィードバック／相互評価の機会を持つ。
今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を報告あるいは記述する機会を持
つ。
第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認
Summary, feedback, reflection

授業計画コメント
研修前のSAIIオリエンテーション及び第一回目の授業に出席すること。ゲストスピーカーのレクチャーを聴き、質問し、各自のキャリア
形成と結びつけた感想をまとめること。提出課題及び平常点（クラス参加、グループ作業の成果等）の比重が大きいので、週ごとの課
題に真面目に取り組む事が重要である。英語のプレゼンテーション（チーム及び個人）の能力を向上させる努力をしてほしい。
授業方法
講義、発表、ディスカッション、グループワーク
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回、事前にその授業の主旨を理解し、１時間程度は情報収集などを含む課題に取り組むことが必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
45 ％ 提出課題（Moodleへのポスト、留学体験１０minute-paper、ゲ
ストレクチャーの感想コメントレポート）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ One-minute paper、クラスアクティビティーへの参加と貢献、
グループ作業への貢献
その他(備考欄を参照)
30 ％ プレゼンテーション 語学力多様性理解の維持向上プラン（グ
ループプレゼンテーション、準備＋当日パフォーマンス）
10％ 海外研修報告（個人またはペアプレゼンテーション、準
備＋当日パフォーマンス）10% 最終課題スピーチ（個人スピー
チ、準備＋当日パフォーマンス）10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。ゲストスピー
カーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。
履修上の注意
１年次前期に海外研修Iを履修し、海外研修終了後直近の学期に履修。
その他
ゲストスピーカーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。

講義コード

U510111106

科目名

海外研修Ⅱ

英文科目名

Study Abroad II

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－３０１

科目ナンバリング

051J251

配当年次

学部 １年～３年

授業概要
海外研修を振り返り、その成果と研修プログラムを様々な視点から振り返り、客観的に評価をする。海外研修の経験と学びをこれから
の社会科学分野での学修及び将来のキャリアに結びつけて行く道筋を考察するために、ゲストスピーカーの講義を聴く。各々の学生
が考え、調べ、発表を行い、研修成果の価値を確認し、海外研修報告をするとともに、 チームに分かれて話し合いや発表を行うこと
により、海外経験で身につけた英語力、多様性への理解、チャレンジ精神、積極的な行動様式や態度の維持と向上を図る。
到達目標
・海外研修を振り返り、その学びと成果を様々な視点から振り返り、他のプログラムに参加した学生,これから留学をする学生と分かち
合う。
・今後の社会科学分野での学習および将来のキャリアプランへの活かし方を考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション：科目説明、課題説明、コースの予定説明など
授業の目的を含むシラバスの確認、課題の説明、コースの予定、活動内容の具体的説明等
＜留学体験の振り返り＞
留学体験１０minute-paperへの記述等

第2回

＜語学力の維持向上＞
英語能力試験 (CASEC, TOEFL ITP, その他)の結果・フィードバックを分析・自己評価
CASECテストスコアレポート理解、英語力の把握、今後のゴール設定および学習計画

第3回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃１＞
グループに分かれ、日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなこと
が可能であるかを話し合う。

第4回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃２＞
日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなことが可能であるかにつ
いて、グループとして発表する。今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を
報告あるいは記述する機会を学期末に持つことを知る。

第5回

＜ゲストスピーカー＃1＞
社会人のゲスト講師の話を聞き、留学、海外経験、語学能力等とキャリアについて理解を深め、海外研修を社会科
学の学修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける必要性を学ぶ。

第6回

＜ゲストスピーカー＃２＞
海外研修を多様性の理解および英語力の維持向上に結びつける機会として学習院大学で提供されているプログラ
ムについて講師を招いて話しを聞く。
＜海外研修報告作業#１＞
海外研修報告プレゼンテーション準備：「Show & Tell」の説明を聴く。国際的な差異、国内的な差異について、具体
的な「もの」を見せ（Show) 話す（Tell)。同じプログラムに参加した学生、同じ国に参加した学生等、何らかの共通性を
もとにペアを組むことも可。発表の具体的内容を決め、確認する。

第7回

＜海外研修報告作業#２＞
研修海外報告プレゼンテーション準備：発表内容を整理し、組み立てる。原稿とパワーポイントを作成する。リハーサ
ルを行う。

第8回

＜海外研修報告作業#３＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第9回

＜海外研修報告作業#４＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第10回

＜ゲストスピーカー＃３＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第11回

＜ゲストスピーカー＃４＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第12回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #1＞
留学を活かすための自己分析：長短所・価値観・将来の夢・ゴール設定
英語テスト結果、スピーチ、グループディスカッション、チームプレゼンテーションでの経験等をもとに、自己分析を使
い、自分自身の海外研修及び事後活動を評価し、今後の大学における学習および卒業後のキャリアプランに活用で
きる２分スピーチの準備。

第13回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #2＞
2分間スピーチの準備及び練習。

第14回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #3＞

2分間スピーチを行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィードバック／相互評価の機会を持つ。
今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を報告あるいは記述する機会を持
つ。
第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認
Summary, feedback, reflection

授業計画コメント
研修前のSAIIオリエンテーション及び第一回目の授業に出席すること。ゲストスピーカーのレクチャーを聴き、質問し、各自のキャリア
形成と結びつけた感想をまとめること。提出課題及び平常点（クラス参加、グループ作業の成果等）の比重が大きいので、週ごとの課
題に真面目に取り組む事が重要である。英語のプレゼンテーション（チーム及び個人）の能力を向上させる努力をしてほしい。
授業方法
講義、発表、ディスカッション、グループワーク
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回、事前にその授業の主旨を理解し、１時間程度は情報収集などを含む課題に取り組むことが必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
45 ％ 提出課題（Moodleへのポスト、留学体験１０minute-paper、ゲ
ストレクチャーの感想コメントレポート）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ One-minute paper、クラスアクティビティーへの参加と貢献、
グループ作業への貢献
その他(備考欄を参照)
30 ％ プレゼンテーション 語学力多様性理解の維持向上プラン（グ
ループプレゼンテーション、準備＋当日パフォーマンス）
10％ 海外研修報告（個人またはペアプレゼンテーション、準
備＋当日パフォーマンス）10% 最終課題スピーチ（個人スピー
チ、準備＋当日パフォーマンス）10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。ゲストスピー
カーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。
履修上の注意
１年次前期に海外研修Iを履修し、海外研修終了後直近の学期に履修。
その他
ゲストスピーカーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。

講義コード

U510111107

科目名

海外研修Ⅱ

英文科目名

Study Abroad II

担当者名

入江 恵

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ３時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051J251

配当年次

学部 １年～３年

授業概要
海外研修を振り返り、その成果と研修プログラムを様々な視点から振り返り、客観的に評価をする。海外研修の経験と学びをこれから
の社会科学分野での学修及び将来のキャリアに結びつけて行く道筋を考察するために、ゲストスピーカーの講義を聴く。各々の学生
が考え、調べ、発表を行い、研修成果の価値を確認し、海外研修報告をするとともに、 チームに分かれて話し合いや発表を行うこと
により、海外経験で身につけた英語力、多様性への理解、チャレンジ精神、積極的な行動様式や態度の維持と向上を図る。
到達目標
・海外研修を振り返り、その学びと成果を様々な視点から振り返り、他のプログラムに参加した学生,これから留学をする学生と分かち
合う。
・今後の社会科学分野での学習および将来のキャリアプランへの活かし方を考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション：科目説明、課題説明、コースの予定説明など
授業の目的を含むシラバスの確認、課題の説明、コースの予定、活動内容の具体的説明等
＜留学体験の振り返り＞
留学体験１０minute-paperへの記述等

第2回

＜語学力の維持向上＞
英語能力試験 (CASEC, TOEFL ITP, その他)の結果・フィードバックを分析・自己評価
CASECテストスコアレポート理解、英語力の把握、今後のゴール設定および学習計画

第3回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃１＞
グループに分かれ、日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなこと
が可能であるかを話し合う。

第4回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃２＞
日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなことが可能であるかにつ
いて、グループとして発表する。今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を
報告あるいは記述する機会を学期末に持つことを知る。

第5回

＜ゲストスピーカー＃1＞
社会人のゲスト講師の話を聞き、留学、海外経験、語学能力等とキャリアについて理解を深め、海外研修を社会科
学の学修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける必要性を学ぶ。

第6回

＜ゲストスピーカー＃２＞
海外研修を多様性の理解および英語力の維持向上に結びつける機会として学習院大学で提供されているプログラ
ムについて講師を招いて話しを聞く。
＜海外研修報告作業#１＞
海外研修報告プレゼンテーション準備：「Show & Tell」の説明を聴く。国際的な差異、国内的な差異について、具体
的な「もの」を見せ（Show) 話す（Tell)。同じプログラムに参加した学生、同じ国に参加した学生等、何らかの共通性を
もとにペアを組むことも可。発表の具体的内容を決め、確認する

第7回

＜海外研修報告作業#２＞
研修海外報告プレゼンテーション準備：発表内容を整理し、組み立てる。原稿とパワーポイントを作成する。リハーサ
ルを行う。

第8回

＜海外研修報告作業#３＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第9回

＜海外研修報告作業#４＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第10回

＜ゲストスピーカー＃３＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第11回

＜ゲストスピーカー＃４＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第12回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #1＞
留学を活かすための自己分析：長短所・価値観・将来の夢・ゴール設定
英語テスト結果、スピーチ、グループディスカッション、チームプレゼンテーションでの経験等をもとに、自己分析を使
い、自分自身の海外研修及び事後活動を評価し、今後の大学における学習および卒業後のキャリアプランに活用で
きる２分スピーチの準備

第13回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #2＞
2分間スピーチの準備及び練習。

第14回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #3＞

2分間スピーチを行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィードバック／相互評価の機会を持つ。
今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を報告あるいは記述する機会を持
つ。
第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認
Summary, feedback, reflection

授業計画コメント
ゲストスピーカーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。
授業方法
授業方法 講義、発表、ディスカッション、グループワーク
準備学習（予習・復習）
準備学習に必要な時間・学修内容等 毎回、事前にその授業の主旨を理解し、１時間程度は情報収集などを含む課題に取り組むこと
が必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
45 ％ 提出課題（Moodleへのポスト、留学体験１０minute-paper、ゲ
ストレクチャーの感想コメントレポート）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ One-minute paper、クラスアクティビティーへの参加と貢献、
グループ作業への貢献
その他(備考欄を参照)
30 ％ プレゼンテーション語学力多様性理解の維持向上プラン（グ
ループプレゼンテーション、準備＋当日パフォーマンス）10％
海外研修報告（個人またはペアプレゼンテーション、準備＋
当日パフォーマンス）10%最終課題スピーチ（個人スピーチ、
準備＋当日パフォーマンス）10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。
履修上の注意
研修前のSAIIオリエンテーション及び第一回目の授業に出席すること。ゲストスピーカーのレクチャーを聴き、質問し、各自のキャリ
ア形成と結びつけた感想をまとめること。提出課題及び平常点（クラス参加、グループ作業の成果等）の比重が大きいので、週ごと
の課題に真面目に取り組む事が重要である。英語のプレゼンテーション（チーム及び個人）の能力を向上させる努力をしてほしい。
１年次前期に海外研修Iを履修し、海外研修終了後直近の学期に履修。

講義コード

U510111108

科目名

海外研修Ⅱ

英文科目名

Study Abroad II

担当者名

入江 恵

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－３０５

科目ナンバリング

051J251

配当年次

学部 １年～３年

授業概要
海外研修を振り返り、その成果と研修プログラムを様々な視点から振り返り、客観的に評価をする。海外研修の経験と学びをこれから
の社会科学分野での学修及び将来のキャリアに結びつけて行く道筋を考察するために、ゲストスピーカーの講義を聴く。各々の学生
が考え、調べ、発表を行い、研修成果の価値を確認し、海外研修報告をするとともに、 チームに分かれて話し合いや発表を行うこと
により、海外経験で身につけた英語力、多様性への理解、チャレンジ精神、積極的な行動様式や態度の維持と向上を図る。
到達目標
・海外研修を振り返り、その学びと成果を様々な視点から振り返り、他のプログラムに参加した学生,これから留学をする学生と分かち
合う。
・今後の社会科学分野での学習および将来のキャリアプランへの活かし方を考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション：科目説明、課題説明、コースの予定説明など
授業の目的を含むシラバスの確認、課題の説明、コースの予定、活動内容の具体的説明等
＜留学体験の振り返り＞
留学体験１０minute-paperへの記述等

第2回

＜語学力の維持向上＞
英語能力試験 (CASEC, TOEFL ITP, その他)の結果・フィードバックを分析・自己評価
CASECテストスコアレポート理解、英語力の把握、今後のゴール設定および学習計画

第3回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃１＞
グループに分かれ、日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなこと
が可能であるかを話し合う。

第4回

＜グループワーク：語学力及び多様性理解＃２＞
日本で生活する中で外国語力及び多様性理解を維持し向上させて行くために、どのようなことが可能であるかにつ
いて、グループとして発表する。今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を
報告あるいは記述する機会を学期末に持つことを知る。

第5回

＜ゲストスピーカー＃1＞
社会人のゲスト講師の話を聞き、留学、海外経験、語学能力等とキャリアについて理解を深め、海外研修を社会科
学の学修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける必要性を学ぶ。

第6回

＜ゲストスピーカー＃２＞
海外研修を多様性の理解および英語力の維持向上に結びつける機会として学習院大学で提供されているプログラ
ムについて講師を招いて話しを聞く。
＜海外研修報告作業#１＞
海外研修報告プレゼンテーション準備：「Show & Tell」の説明を聴く。国際的な差異、国内的な差異について、具体
的な「もの」を見せ（Show) 話す（Tell)。同じプログラムに参加した学生、同じ国に参加した学生等、何らかの共通性を
もとにペアを組むことも可。発表の具体的内容を決め、確認する

第7回

＜海外研修報告作業#２＞
研修海外報告プレゼンテーション準備：発表内容を整理し、組み立てる。原稿とパワーポイントを作成する。リハーサ
ルを行う。

第8回

＜海外研修報告作業#３＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第9回

＜海外研修報告作業#４＞
研修海外報告プレゼンテーション発表：プレゼンテーション（英語）を行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィード
バック／相互評価の機会を持つ。

第10回

＜ゲストスピーカー＃３＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第11回

＜ゲストスピーカー＃４＞
留学、海外経験、語学能力等をキャリアに活かしている社会人のゲスト講師の話を聞き、海外研修を社会科学の学
修、あるいは将来のキャリア形成に結びつける。

第12回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #1＞
留学を活かすための自己分析：長短所・価値観・将来の夢・ゴール設定
英語テスト結果、スピーチ、グループディスカッション、チームプレゼンテーションでの経験等をもとに、自己分析を使
い、自分自身の海外研修及び事後活動を評価し、今後の大学における学習および卒業後のキャリアプランに活用で
きる２分スピーチの準備

第13回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #2＞
2分間スピーチの準備及び練習。

第14回

＜自己分析、論理的思考、キャリア・プランニング #3＞

2分間スピーチを行う。他のプレゼンテーションを聴き、フィードバック／相互評価の機会を持つ。
今学期中に自主的に行った外国語でのコミュニケーション及び多文化理解経験を報告あるいは記述する機会を持
つ。
第15回

総括：学期を通しての学びの振り返りと確認
Summary, feedback, reflection

授業計画コメント
ゲストスピーカーの都合によるスケジュール変更の可能性有り。
授業方法
授業方法 講義、発表、ディスカッション、グループワーク
準備学習（予習・復習）
準備学習に必要な時間・学修内容等 毎回、事前にその授業の主旨を理解し、１時間程度は情報収集などを含む課題に取り組むこと
が必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
45 ％ 提出課題（Moodleへのポスト、留学体験１０minute-paper、ゲ
ストレクチャーの感想コメントレポート）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ One-minute paper、クラスアクティビティーへの参加と貢献、
グループ作業への貢献
その他(備考欄を参照)
30 ％ プレゼンテーション語学力多様性理解の維持向上プラン（グ
ループプレゼンテーション、準備＋当日パフォーマンス）10％
海外研修報告（個人またはペアプレゼンテーション、準備＋
当日パフォーマンス）10%最終課題スピーチ（個人スピーチ、
準備＋当日パフォーマンス）10%
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
最終課題についてはMoodle上でクラスサマリーを公表する。その他の活動に対するフィードバックは授業時に適宜行う。
履修上の注意
研修前のSAIIオリエンテーション及び第一回目の授業に出席すること。ゲストスピーカーのレクチャーを聴き、質問し、各自のキャリ
ア形成と結びつけた感想をまとめること。提出課題及び平常点（クラス参加、グループ作業の成果等）の比重が大きいので、週ごと
の課題に真面目に取り組む事が重要である。英語のプレゼンテーション（チーム及び個人）の能力を向上させる努力をしてほしい。
１年次前期に海外研修Iを履修し、海外研修終了後直近の学期に履修。

講義コード

U510112101

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

伊藤 匡

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－２０１

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213

講義コード

U510112102

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

伊藤 元重

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評は、授業中にフィードバックする。
参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471

新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213
その他
連絡はメールによる

講義コード

U510112103

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

乾 友彦

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 １時限 西１－２１３

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同志の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213

講義コード

U510112104

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

柏木 昌成

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－３０５

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同志の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213

講義コード

U510112105

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同志の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ クラス参加、グループ作業の成果等
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,新,2009,9784062880213
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂,2015,9784790716471

講義コード

U510112106

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

神戸 伸輔

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 １時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213

講義コード

U510112107

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

澁谷 覚

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第１回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第２回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は１～２時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,978-4062880213
「大学生学びのハンドブック」（3訂版）,世界思想社編集部・編,世界思想社,2015,978-4790716471

講義コード

U510112108

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

末廣 昭

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 １時限 南１－２０７

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。演習で必要な資料、統計
データ、パワーポイントを使った説明資料は、Moodleに掲載するので、事前にチェックすること。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ 班に分けて報告を2回、最終報告書作成
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 出席と演習での積極的な発言
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
中間報告と最終報告に対するフィードバックは、演習の中で随時行い、追加の資料やコメントはMoodle を使って学生に伝達する。

最終レポートのフィードバックについては、グループごとに添削し、添削した結果を、当該グループにメールを使っておこなう。
参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部,世界思想社・編,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213
参考文献コメント
ハードコピーの参考文献とは別に、Globalnote のアクセス権を、演習の学生には無料で供与し、これを使って各種国際データを活
用する。
その他
Moodle に演習で使用する資料、データ、パワーポイント資料を随時、アップロードするので、必ず事前にチェックすること。

講義コード

U510112109

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

玉置 えみ

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 １時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートのフィードバックは授業およびMoodle上で行う。

参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213

講義コード

U510112110

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

趙 萌

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 １時限 南１－２０１

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213

講義コード

U510112111

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

鄭 有希

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471

新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213

講義コード

U510112112

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

星 明男

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 １時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同志の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213

講義コード

U510112113

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

牧田 りえ

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 １時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が前後することがある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂版,2015,9784790716471
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213
履修上の注意
第１回目の授業に必ず出席すること。

講義コード

U510112114

科目名

入門演習Ⅰ

英文科目名

Basic Seminar I

担当者名

山崎 泉

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 １時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051A100

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の考え方やその分析に関する基礎的な方法論を少人数の演習形式で学習する。最初に社会科学とは何かについて議論
する。次に、図書館やデータベースなどを使って資料をどのように集めたらよいかとどのように利用したらいいかを実際に資料を集め
ながら学ぶ。その後、具体的な国際社会の事例を取り上げてレポートの作成方法および論文等作成に関わる倫理を学ぶ。具体的に
は、①問題設定の方法、②論理的な議論の構築、③そのためのデータの収集と利用方法、④説得的な議論の展開方法について、
実際にレポートを作成し、それについて発表しながら学習する。
到達目標
レポートや小論文などの基本的な書き方をマスターする。そのために必要な情報やデータの収集方法を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、グループ分け、ゼミ生同士の交流

第2回

本演習の進め方、グループワークの準備

第3回

大学と高校の学び方の違い、授業の受け方、ノートの取り方、本の読み方、質問の仕方

第4回

図書館によるガイダンス（施設の見学、利用の仕方、資料の検索方法）

第5回

グループ別の研究：各自が関心を持つ社会の課題について紹介、及び意見交換

第6回

社会科学における議論の仕方（事実と意見の違い、主張と根拠、因果関係、既存論文・資料の使い方、リサーチ・ク
エスチョンの見つけ方、等）

第7回

グループ別の研究：キーワードからリサーチ・クエスチョンを立てる

第8回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョンの発表）、全体での意見交換

第9回

リサーチ・クエスチョンに答えるための方法の検討：仮説の使い方、データの種類、データ収集、収集したデータの扱
い方

第10回

グループ別の研究：データを収集する

第11回

グループ別の研究：データに基づいて意見を構築する

第12回

レポートの書き方、研究倫理

第13回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第14回

夏季休暇中における課題（読書感想文）の説明、今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワード
を使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。

参考文献
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,9784062880213
大学生学びのハンドブック,世界思想社編集部・編,世界思想社,3訂,2015,9784790716471

講義コード

U510113101

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

伊藤 匡

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－２０１

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が若干変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評は授業及びMoodleにてフィードバックします。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

講義コード

U510113102

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

伊藤 元重

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評は、授業中にフィードバックする。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340
文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850
その他

連絡はメールによる

講義コード

U510113103

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

乾 友彦

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 １時限 西１－２１３

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

講義コード

U510113104

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

柏木 昌成

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－３０５

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

講義コード

U510113105

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により学修内容の回数が前後することがある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ クラス参加、グループ作業の成果等
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

講義コード

U510113106

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

神戸 伸輔

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 １時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

講義コード

U510113107

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

澁谷 覚

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は１～２時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
新版・大学生のためのレポート・論文術：講談社現代新書,小笠原喜康,講談社,2009,978-4062880213

「大学生学びのハンドブック」（3訂版）,世界思想社編集部・編,世界思想社,2015,978-4790716471

講義コード

U510113108

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

末廣 昭

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 １時限 南１－２０７

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。なお、演習で使用する資
料、統計データ、パワーポイントによる説明資料は、随時、アップロードするので、事前にチェックすること。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ 班ごとに2回、報告を行う。最終報告書を作成する。
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施を含む、出席と演習での積極的な
発言。
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
中間報告、最終報告は演習の中で随時フィードバックし、必要な追加資料などは、Moodle を通じて学生に伝達する。
最終レポートのフィードバックは、グループごとに添削したうえで、添削結果を、Moodleを通じて当該グループにおこなう。

参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340
文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850
参考文献コメント
ハードコピーの本とは別に、Globalnote のアクセス権を、演習に参加する学生には供与し、Globalnote の国際データを活用する。
その他
ムードルを通じて連絡をとる。

講義コード

U510113109

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

玉置 えみ

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 １時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートのフィードバックは授業中およびMoodle上で行う。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

講義コード

U510113110

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

趙 萌

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 １時限 南１－２０１

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施、クラス参加、グループ作業の成果
等
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献

社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340
文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

講義コード

U510113111

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

鄭 有希

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340
文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

講義コード

U510113112

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

星 明男

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 １時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本的である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーション
の方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

講義コード

U510113113

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

牧田 りえ

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 １時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーションの
方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により学修内容の回数、順番が前後することがある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施を含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850
履修上の注意
第１回目の授業に必ず出席のこと。

講義コード

U510113114

科目名

入門演習Ⅱ

英文科目名

Basic Seminar II

担当者名

山崎 泉

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 １時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051A150

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
入門演習Ⅰで学習した基礎的な方法論を用いて、現実の課題について分析を行う。社会科学の方法を実践してみることを目的とし、
少人数の演習形式で行う。入門演習では理論の応用としての本格的な分析ではなく、仮説を立て実証するという方法論を学ぶことを
主眼とする。入門演習Ⅰで学んだことを深めていくことに加えて、入門演習Ⅱでは効果的なプレゼンテーション、ディスカッションにつ
いてプレゼンテーション・ソフト等を使用して修得する。
到達目標
論理的な思考力を持ち、社会科学の基本である仮説の設定（課題の発見）、データによる検証方法、効果的なプレゼンテーションの
方法を学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介・読書感想文の発表（パワーポイントを使用）

第2回

自己紹介・読書感想文の発表の続き

第3回

グループ分け、社会科学における議論の仕方について復習

第4回

図書館によるガイダンス（主なデータベースの使い方）

第5回

リサーチ・クエスチョンを見つけるプロセスの実習

第6回

仮説を立て、その仮説を裏付けるためにデータを収集する実習

第7回

各グループによる第1回報告（リサーチ・クエスチョン、及びそれに答えるために必要なデータについて発表）、全体
での意見交換

第8回

既存の統計データベースを用いてデータを収集する実習（エクセルを使用）

第9回

既存の統計データを分析し仮説を検証する実習（エクセルを使用）

第10回

レポートの書き方（文献の引用の仕方、文献リストの作成を含む）

第11回

グループ別の研究：データの収集、分析、分析結果の解釈

第12回

各グループによる第2回報告（進捗状況についてパワーポイントを用いて発表）、全体での意見交換

第13回

グループ別の研究：レポート草案の検討、他グループのレポートへの助言

第14回

今後の履修相談、グループ別の研究：最終レポートの作成（ワードを使用）

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により、学修内容の回数、順番が変更になる場合がある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
基本はグループ学習。授業時に必ず発言することが求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週の授業の中で、次回までに進めておくべき事前・事後学習を指導する。必要な時間は1～2時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ単位のレポートの内容、発表・執筆の仕方
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 夏季休暇中の課題の実施も含む
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・菱村豊,ナカニシヤ出版,2005,9784888489850

社会科学系のための「優秀論文」作成術：プロの学術論文から卒論まで,川崎剛,勁草書房,2010,9784326000340

講義コード

U510200101

科目名

Globalization and Business

英文科目名

Globalization and Business

担当者名

難波 香

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051H253

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of globalization and how it has been affecting business, the course will progress to the basic language and concepts
related to globalization with an emphasis on business. Students will learn about, analyse, and speak and write about globalization and business by
looking at specific examples. They will look at various forms of globalization and the impact they have on society and local businesses. Students
will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of globalization and aspects of business.
グローバル化とビジネスの基礎的な知識を英語を通して学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction Class rules
Discussion: What is globalization?

第2回

Globalization: a contested concept Read Chapter 1
Summarize the content and have discussions in class.

第3回

Globalization and history: Is globalization new phenomenon? Read Chapter 2
Summarize the content and have discussions in class.

第4回

The economic dimension of globalization Read Chapter 3
Summarize the content and have discussions in class.

第5回

The political dimension of globalization Read Chapter 4
Summarize the content and have discussions in class.

第6回

The cultural dimension of globalization Read Chapter 5
Summarize the content and have discussions in class.

第7回

The ecological dimension of globalization Read Chapter 6
Summarize the content and have discussions in class.

第8回

Market globalism & The future of globalization Read Chapter 7 & 8
Summarize the content and have discussions in class.

第9回

Comprehension Test: Review the chapters.
Written assignment

第10回

Case study 1 Think what's happening in our modern business world.

第11回

Case study 2 Think what's happening in our modern business world.

第12回

Case study 3 Think what's happening in our modern business world.

第13回

Presentation Part 1 Team presentations and peer evaluations

第14回

Presentation Part 2 Team presentations and peer evaluations

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Working on the assigned readings, pair, group and class discussions, and preparing for and making presentations
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Writing an essay on globalization
小テスト
20 ％ Comprehension test based on the textbook chapters
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Preparation and active class participation
その他(備考欄を参照)
30 ％ Preparation, content, delivery of presentation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class verbally or in writing individually. Quizzes will be returned in class with numerical grades.
Presentations will be evaluated not only by the instructor but also by peers.
教科書
Globalization: A Very Short Introduction Fourth Edition (洋書）,Manfred Steger,OUP,4,2017,9780198779551
教科書コメント
Be sure to buy the 4th edition.
参考文献
Business Advantage Intermediate,Almut Koester, Angela Pitt, Michael Handford, Martin
Lisboa,Cambridge,2012,9780521132206
参考文献コメント
4 or 5 copies are in the Law/Economics library.
その他
Office hour: Contact me by email (kaorinmejiro@gmail.com) to communicate with me outside of class, to ask questions, or to set
up an appointment.

講義コード

U510200102

科目名

Globalization and Business

英文科目名

Globalization and Business

担当者名

難波 香

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051H253

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of globalization and how it has been affecting business, the course will progress to the basic language and concepts
related to globalization with an emphasis on business. Students will learn about, analyse, and speak and write about globalization and business by
looking at specific examples. They will look at various forms of globalization and the impact they have on society and local businesses. Students
will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of globalization and aspects of business.
グローバル化とビジネスの基礎的な知識を英語を通して学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction Class rules
Discussion: What is globalization?

第2回

Globalization: a contested concept Read Chapter 1
Summarize the content and have discussions in class.

第3回

Globalization and history: Is globalization new phenomenon? Read Chapter 2
Summarize the content and have discussions in class.

第4回

The economic dimension of globalization Read Chapter 3
Summarize the content and have discussions in class.

第5回

The political dimension of globalization Read Chapter 4
Summarize the content and have discussions in class.

第6回

The cultural dimension of globalization Read Chapter 5
Summarize the content and have discussions in class.

第7回

The ecological dimension of globalization Read Chapter 6
Summarize the content and have discussions in class.

第8回

Market globalism & The future of globalization Read Chapter 7 & 8
Summarize the content and have discussions in class.

第9回

Comprehension Test: Review the chapters.
Written assignment

第10回

Case study 1 Think what's happening in our modern business world.

第11回

Case study 2 Think what's happening in our modern business world.

第12回

Case study 3 Think what's happening in our modern business world.

第13回

Presentation Part 1 Team presentations and peer evaluations

第14回

Presentation Part 2 Team presentations and peer evaluations

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Working on the assigned readings, pair, group and class discussions, and preparing for and making presentations
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Writing an essay on globalization
小テスト
20 ％ Comprehension test based on the textbook chapters
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Preparation and active class participation
その他(備考欄を参照)
30 ％ Preparation, content, delivery of presentation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class verbally or in writing individually. Quizzes will be returned in class with numerical grades.
Presentations will be evaluated not only by the instructor but also by peers.
教科書
Globalization: A Very Short Introduction Fourth Edition (洋書）,Manfred Steger,OUP,4,2017,9780198779551
教科書コメント
Be sure to buy the 4th edition.
参考文献
Business Advantage Intermediate,Almut Koester, Angela Pitt, Michael Handford, Martin
Lisboa,Cambridge,2012,9780521132206
参考文献コメント
4 or 5 copies are in the Law/Economics library.
その他
Office hour: Contact me by email (kaorinmejiro@gmail.com) to communicate with me outside of class, to ask questions, or to set
up an appointment.

講義コード

U510200103

科目名

Globalization and Business

英文科目名

Globalization and Business

担当者名

O’NEILL Theodore Lawrence

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051H253

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of globalization and how it has been affecting business, the course will progress to the basic language and concepts
related to globalization with an emphasis on business. Students will learn about, analyse, and speak and write about globalization and business by
looking at specific examples. They will look at various forms of globalization and the impact they have on society and local businesses. Students
will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of globalization and aspects of business.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Class policies
Discussion: What is globalization?

第2回

Globalization: a contested concept
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第3回

Globalization and history: is globalization new phenomenon?
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class

第4回

The economic dimension of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第5回

The cultural dimension of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第6回

Market globalism
Global crises and the future of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第7回

Additional assigned readings
Review and consolidation.
Discussion: Is globalization a net positive or negative?

第8回

Case study: Zara (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第9回

Case study: Rakuten (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第10回

Case study: IKEA (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第11回

Case study: GoJek (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第12回

Case study: Unilever (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第13回

Presentation
Q&A
Presentation on a company or organization you are interested in.
Peer evaluation

第14回

Presentation
Q&A
Presentation on a company or organization you are interested in.
Peer evaluation

第15回

Course consolidation
Summing up

授業計画コメント

The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Working on the assigned readings, note-taking, pair, group and class discussions, and preparing for and making presentations
準備学習（予習・復習）
Read the assigned readings and research companies and organizations online (approx. 1 hour).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Presentation：30％（Preparation, Content and Delivery
Formative feedback and letter grades will be given
individually.）
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ Written assignment：30％（Writing an essay on globalization.)
小テスト
20 ％ Comprehension quizzes based on the assigned readings.
(Quizzes will be returned in class with formative feedback
and letter grades.）
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Class participation：（Preparation, Active participation,
Feedback will be given individually and as a group.）
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
being late, send the instructor an email message before the assignment is due. If it is a very good reason work may be accepted
without penalty.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course.
教科書コメント
No textbook required. Materials will be provided in class.
参考文献
Globalization: Very Short Introduction：Very Short Introductions,Steger, M.,Oxford,4th,2018,978-0198779551
その他
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
Bring your laptop to the first and every class.

講義コード

U510200104

科目名

Globalization and Business

英文科目名

Globalization and Business

担当者名

O’NEILL Theodore Lawrence

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ３時限 南１－３０４

科目ナンバリング

051H253

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of globalization and how it has been affecting business, the course will progress to the basic language and concepts
related to globalization with an emphasis on business. Students will learn about, analyse, and speak and write about globalization and business by
looking at specific examples. They will look at various forms of globalization and the impact they have on society and local businesses. Students
will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of globalization and aspects of business.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Class policies
Discussion: What is globalization?

第2回

Globalization: a contested concept
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第3回

Globalization and history: is globalization new phenomenon?
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class

第4回

The economic dimension of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第5回

The cultural dimension of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第6回

Market globalism
Global crises and the future of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第7回

Additional assigned readings
Review and consolidation.
Discussion: Is globalization a net positive or negative?

第8回

Case study: Zara (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第9回

Case study: Rakuten (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第10回

Case study: IKEA (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第11回

Case study: GoJek (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第12回

Case study: Unilever (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第13回

Presentation
Q&A
Presentation on a company or organization you are interested in.
Peer evaluation

第14回

Presentation
Q&A
Presentation on a company or organization you are interested in.
Peer evaluation

第15回

Course consolidation
Summing up

授業計画コメント

The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Working on the assigned readings, note-taking, pair, group and class discussions, and preparing for and making presentations
準備学習（予習・復習）
Read the assigned readings and research companies and organizations online (approx. 1 hour).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Presentation：30％（Preparation, Content and Delivery
Formative feedback and letter grades will be given
individually.）
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ Written assignment：30％（Writing an essay on globalization.)
小テスト
20 ％ Comprehension quizzes based on the assigned readings)
Quizzes will be returned in class with formative feedback
and letter grades.）
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Class participation：（Preparation, Active participation,
Feedback will be given individually and as a group.）
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
being late, send the instructor an email message before the assignment is due. If it is a very good reason work may be accepted
without penalty.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course.
教科書コメント
No textbook required. Materials will be provided in class.
参考文献
Globalization: Very Short Introduction：Very Short Introductions,Steger, M.,Oxford,4th,2018,978-0198779551
その他
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
Bring your laptop to the first and every class.

講義コード

U510200105

科目名

Globalization and Business

英文科目名

Globalization and Business

担当者名

O’NEILL Theodore Lawrence

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 南１－３０４

科目ナンバリング

051H253

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of globalization and how it has been affecting business, the course will progress to the basic language and concepts
related to globalization with an emphasis on business. Students will learn about, analyse, and speak and write about globalization and business by
looking at specific examples. They will look at various forms of globalization and the impact they have on society and local businesses. Students
will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of globalization and aspects of business.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Class policies
Discussion: What is globalization?

第2回

Globalization: a contested concept
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第3回

Globalization and history: is globalization new phenomenon?
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class

第4回

The economic dimension of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第5回

The cultural dimension of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第6回

Market globalism
Global crises and the future of globalization
Assigned Readings
Summarize the content and discuss it in class.

第7回

Additional assigned readings
Review and consolidation.
Discussion: Is globalization a net positive or negative?

第8回

Case study: Zara (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第9回

Case study: Rakuten (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第10回

Case study: IKEA (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第11回

Case study: GoJek (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第12回

Case study: Unilever (or other company upon approval by the instructor)
Learn how business works through an example company.

第13回

Presentation
Q&A
Presentation on a company or organization you are interested in.
Peer evaluation

第14回

Presentation
Q&A
Presentation on a company or organization you are interested in.
Peer evaluation

第15回

Course consolidation
Summing up

授業計画コメント

The schedule may change according to the needs of the class.
授業方法
Working on the assigned readings, note-taking, pair, group and class discussions, and preparing for and making presentations
準備学習（予習・復習）
Read the assigned readings and research companies and organizations online (approx. 1 hour).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Presentation：30％（Preparation, Content and Delivery
Formative feedback and letter grades will be given
individually.）
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ Written assignment：30％（Writing an essay on globalism.
小テスト
20 ％ Comprehension quizzes based on the assigned readings.
(Quizzes will be returned in class with formative feedback
and letter grades.）
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Class participation：（Preparation, Active participation,
Feedback will be given individually and as a group.）
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Late work will lose one grade (10 points) for each day it is late including the first day. If you think you have a very good reason for
being late, send the instructor an email message before the assignment is due. If it is a very good reason work may be accepted
without penalty.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive continuous feedback through in-class conferences and on Moodle. Peer and self-assessment will also be part
of feedback in this course.
教科書コメント
No textbook required. Materials will be provided in class.
参考文献
Globalization: Very Short Introduction：Very Short Introductions,Steger, M.,Oxford,4th,2018,978-0198779551
その他
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
Bring your textbook and laptop to the first and every class.

講義コード

U510201101

科目名

Peace and Conflict

英文科目名

Peace and Conflict

担当者名

PARISH， Lori Michele

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051H254

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of resolved and unresolved conflicts around the world, the course will progress to the basic language and
concepts to aid students to understand international affairs. Students will learn about, analyse, and speak and write about peace
and conflicts by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they
acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international as well as nation- states affairs
related to peace and conflict.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation; DMIS; Intercultural Communication Strategies; Discussion Roles

第2回

Nonviolent communication; Small group discussion on Persepolis Reading #1

第3回

Intercultural communication Strategy ODIS; Small group discussion on Persepolis Reading #2

第4回

Intercultural Communication Strategy SCORE; Small group discussion on Persepolis Reading #3

第5回

Intercultural Communication Strategies-Review; Small group discussion on Persepolis Reading #4

第6回

Exam #1 - Persepolis and Communication Strategies; March Preview pp. 1-35

第7回

Change Agentry; Small group discussion on March Preview and Reading #1 pp. 36-61

第8回

Change Agentry; Small group discussion on March Reading #2 pp. 62-83

第9回

Change Agentry; Small group discussion on March Reading #3 pp. 84-103

第10回

Small group discussion on March Reading #4 pp. 104-121; Change Agentry review

第11回

Exam #2 - March and Change Agentry; Change Agent Projects Block A

第12回

Change Agent Projects - Block B

第13回

Change Agent Projects - Block C

第14回

Change Agent Projects - Block D

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Schedule is subject to change.
授業方法
The instructor will facilitate student-led pair and group discussions. The culminating activity, information exchanges on change
agents, will be led entirely by students.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Assigned readings and completing comprehension questions (approx. 90 min. per week during first half of course)
Independent research related to Change Agentry Project (60 min. per week during last half of course)
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Comprehension test (Persepolis and IC lectures)
学年末試験(第2学期)
20 ％ Comprehension test (March and Change Agentry lectures)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ Leading and participating in discussions (8x5 points)
その他(備考欄を参照)
20 ％ Presenting on a Change Agent and conducting a Q/A
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Teacher will provide verbal and written feedback after each exam and after culminating Change Agentry Projects.
教科書
Persepolis: The Story of a Childhood 洋書,Marjane SATRAPI,Pantheon,1,2005,978-0375714573
March, Book One 洋書,John LEWIS,Top Shelf Productions,1,2013,978-1603093002

教科書コメント
Students are required to purchase both textbooks for the course.
その他
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
宿題を期日までに、授業中は積極的な参加を求める。

講義コード

U510201102

科目名

Peace and Conflict

英文科目名

Peace and Conflict

担当者名

PARISH， Lori Michele

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051H254

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of resolved and unresolved conflicts around the world, the course will progress to the basic language and
concepts to aid students to understand international affairs. Students will learn about, analyse, and speak and write about peace
and conflicts by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they
acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international as well as nation- states affairs
related to peace and conflict.
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation; DMIS; Intercultural Communication Strategies; Discussion Roles

第2回

Nonviolent communication; Small group discussion on Persepolis Reading #1

第3回

Intercultural communication Strategy ODIS; Small group discussion on Persepolis Reading #2

第4回

Intercultural Communication Strategy SCORE; Small group discussion on Persepolis Reading #3

第5回

Intercultural Communication Strategies-Review; Small group discussion on Persepolis Reading #4

第6回

Exam #1 - Persepolis and Communication Strategies; March Preview pp. 1-35

第7回

Change Agentry; Small group discussion on March Preview and Reading #1 pp. 36-61

第8回

Change Agentry; Small group discussion on March Reading #2 pp. 62-83

第9回

Change Agentry; Small group discussion on March Reading #3 pp. 84-103

第10回

Small group discussion on March Reading #4 pp. 104-121; Change Agentry review

第11回

Exam #2 - March and Change Agentry; Change Agent Projects Block A

第12回

Change Agent Projects - Block B

第13回

Change Agent Projects - Block C

第14回

Change Agent Projects - Block D

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
Schedule is subject to change.
授業方法
The instructor will facilitate student-led pair and group discussions. The culminating activity, information exchanges on change
agents, will be led entirely by students.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Assigned readings and completing comprehension questions (approx. 90 min. per week during first half of course)
Independent research related to Change Agentry Project (60 min. per week during last half of course)
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Comprehension test (Persepolis and IC lectures)
学年末試験(第2学期)
20 ％ Comprehension test (March and Change Agentry lectures)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ Leading and participating in discussions (8x5 points)
その他(備考欄を参照)
20 ％ Presenting on a Change Agent and conducting a Q/A
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Teacher will provide verbal and written feedback after each exam and after culminating Change Agentry Projects.
教科書
Persepolis: The Story of a Childhood 洋書,Marjane SATRAPI,Pantheon,1,2005,978-0375714573
March, Book One 洋書,John LEWIS,Top Shelf Productions,1,2013,978-1603093002

教科書コメント
Students are required to purchase both textbooks for the course.
その他
Regular attendance, active participation in class activities, and working on assignments in a timely fashion are essential to the
successful completion of this course.
宿題を期日までに、授業中は積極的な参加を求める。

講義コード

U510201103

科目名

Peace and Conflict

英文科目名

Peace and Conflict

担当者名

DEORIO， Garrett

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ３時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051H254

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of resolved and unresolved conflicts around the world, the course will progress to the basic language and
concepts to aid students to understand international affairs. Students will learn about, analyse, and speak and write about peace
and conflicts by looking at specific examples.
Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international as well as nation- states affairs
related to peace and conflict.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction - Current events survey

第2回

Current Events: The State of the World & Current Conflicts

第3回

World War One: World Conditions and Possible Causes

第4回

World War One: Beginning

第5回

World War One: War and Aftermath

第6回

Reaction to World War One

第7回

The Cold War: Spheres of Influence

第8回

The Cold War: Proxy Wars

第9回

The Cold War: Arms Race

第10回

Civil Rights in the US: The Problem

第11回

Civil Rights in the US: The Movement

第12回

The United Nations: Founding and Successes

第13回

The United Nations: Criticisms

第14回

The Future

第15回

Review and reflection

授業方法
Flipped classroom. Reading to be done before each class. Pair and group work in class.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 2-3 hours of reading and note-taking for each class. More time will likely be required near the end of the semester.
Readings will be assigned every week and are mandatory. Students should refer to the schedule and read the assigned material
before the related topic is covered in class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ Short, weekly written reactions to news items (20%); Final
essay connecting subjects covered in class to current
events (30%)
小テスト
25 ％ Short reading comprehension quizzes for each reading.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ Preparation for and active participation in class and group
discussions.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Each major discussion section will conclude with reflection, including the instructor and students. Written assignments will be
duscussed. Quizzes will be scored automatically.
教科書
March: Book One 洋書,Lewis & Aydin,Top Shelf Productions,978-1603093002

World War One: 1914-1918, A Graphic Novel 洋書：Campfire Graphic Novels,Cowsill & Sharma,Campfire,2014,9789380741857
教科書コメント
Other readings and course materials will be provided by the instructor via Moodle.
Electronic versions of the textbooks (such as Kindle versions) are also acceptable. Students should obtain Cowsill &
Sharma as soon asa possible, as it will be assigned at the beginning of the course.
その他
Students will need to complete relevant readings before each class and be prepared to discuss the readings. In addition,
students will need to follow current events by regularly reading the news and following up on selected topics.
Attendance, preparation, and active participation are essential.

講義コード

U510201104

科目名

Peace and Conflict

英文科目名

Peace and Conflict

担当者名

DEORIO， Garrett

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051H254

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of resolved and unresolved conflicts around the world, the course will progress to the basic language and
concepts to aid students to understand international affairs. Students will learn about, analyse, and speak and write about peace
and conflicts by looking at specific examples.
Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of international as well as nation- states affairs
related to peace and conflict.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction - Current events survey

第2回

Current Events: The State of the World & Current Conflicts

第3回

World War One: World Conditions and Possible Causes

第4回

World War One: Beginning

第5回

World War One: War and Aftermath

第6回

Reaction to World War One

第7回

The Cold War: Spheres of Influence

第8回

The Cold War: Proxy Wars

第9回

The Cold War: Arms Race

第10回

Civil Rights in the US: The Problem

第11回

Civil Rights in the US: The Movement

第12回

The United Nations: Founding and Successes

第13回

The United Nations: Criticisms

第14回

The Future

第15回

Review and reflection

授業方法
Flipped classroom. Reading to be done before each class. Pair and group work in class.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 2-3 hours of reading and note-taking for each class. More time will likely be required near the end of the semester.
Readings will be assigned every week and are mandatory. Students should refer to the schedule and read the assigned material
before the related topic is covered in class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ Short, weekly written reactions to news items (20%); Final
essay connecting subjects covered in class to current
events (30%)
小テスト
25 ％ Short reading comprehension quizzes for each reading.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％ Preparation for and active participation in class and group
discussions.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Each major discussion section will conclude with reflection, including the instructor and students. Written assignments will be
duscussed. Quizzes will be scored automatically.
教科書
March: Book One 洋書,Lewis & Aydin,Top Shelf Productions,978-1603093002

World War One: 1914-1918, A Graphic Novel 洋書：Campfire Graphic Novels,Cowsill & Sharma,Campfire,2014,9789380741857
教科書コメント
Other readings and course materials will be provided by the instructor via Moodle.
Electronic versions of the textbooks (such as Kindle versions) are also acceptable. Students should obtain Cowsill &
Sharma as soon asa possible, as it will be assigned at the beginning of the course.
その他
Students will need to complete relevant readings before each class and be prepared to discuss the readings. In addition,
students will need to follow current events by regularly reading the news and following up on selected topics.
Attendance, preparation, and active participation are essential.

講義コード

U510201105

科目名

Peace and Conflict

英文科目名

Peace and Conflict

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 南１－３０１

科目ナンバリング

051H254

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of resolved and unresolved conflicts around the world, the course will progress to the basic language and
concepts to aid students to understand international affairs. Students will learn about analyze, and speak and write about peace
and conflicts by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they
acquired during their first year.
到達目標
Development of English skills through acquisition of basic knowledge of international as well as nation-state affairs related to peace
and conflict.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction: The state of conflict & current events

第2回

Current events

第3回

Recent Nobel Peace Prize winners #1

第4回

Recent Nobel Peace Prize winners #2

第5回

World War II

第6回

Cold War

第7回

Post-cold War

第8回

Mid-term progress report on project

第9回

Civil Right movement in the U.S. #1

第10回

Civil rights movement in the U.S. #2

第11回

Women’s perspectives

第12回

Project report #1

第13回

Project report #2

第14回

Project report #3 & Extra-point activity

第15回

Review and reflection

授業計画コメント
Schedule is subject to change. There may be a guest speaker.
授業方法
Various kinds of active-learning methods will be employed.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
45-60 minutes per week for homework, report development, and presentation practices.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Progress report on project
レポート
20 ％ Report project includes research development, presentation,
and participation in peer evaluation and discussion
小テスト
30 ％ short reading comprehension quizzes & in-class activities
and assignments
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ One-minute paper & regular attendance
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
General feedback will be given in class and individual students will be given verbal and written feedback.
教科書コメント
Most of the readings and course materials will be provided in class. Internet resources will also be used for this class.
参考文献

Persepolis: The story of a childhood,Marjane SATRAPI,Pamtheon,1,2005,9780375714573
March, Book One,John LEWIS,Top Shelf Productions,1,2013,9781603093002
参考文献コメント
Reference books are available at Hokei Library
その他
Bring your laptop to the class every week. Regular attendance, active participation in class activities, and working on
assignments in a timely fashion are essential to the successful completion of this course.

講義コード

U510201106

科目名

Peace and Conflict

英文科目名

Peace and Conflict

担当者名

野崎 與志子

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南１－３０１

科目ナンバリング

051H254

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of resolved and unresolved conflicts around the world, the course will progress to the basic language and
concepts to aid students to understand international affairs. Students will learn about analyze, and speak and write about peace
and conflicts by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they
acquired during their first year.
到達目標
Development of English skills through acquisition of basic knowledge of international as well as nation-state affairs related to peace
and conflict.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction: The state of conflict & current events

第2回

Current events

第3回

Recent Nobel Peace Prize winners #1

第4回

Recent Nobel Peace Prize winners #2

第5回

World War II

第6回

Cold War

第7回

Post-cold War

第8回

Mid-term progress report on project

第9回

Civil Right movement in the U.S. #1

第10回

Civil rights movement in the U.S. #2

第11回

Women’s perspectives

第12回

Project report #1

第13回

Project report #2

第14回

Project report #3 & Extra-point activity

第15回

Review and reflection

授業計画コメント
Schedule is subject to change. There may be a guest speaker.
授業方法
Various kinds of active-learning methods will be employed.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
45-60 minutes per week for homework, report development, and presentation practices.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Progress report on project
レポート
20 ％ Report project includes research development, presentation,
and participation in peer evaluation and discussion
小テスト
30 ％ short reading comprehension quizzes & in-class activities
and assignments
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ One-minute paper & regular attendance
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
General feedback will be given in class and individual students will be given verbal and written feedback.
教科書コメント
Most of the readings and course materials will be provided in class. Internet resources will also be used for this class.
参考文献

Persepolis: The story of a childhood,Marjane SATRAPI,Pamtheon,1,2005,9780375714573
March, Book One,John LEWIS,Top Shelf Productions,1,2013,9781603093002
参考文献コメント
Reference books are available at Hokei Library
その他
Bring your laptop to the class every week. Regular attendance, active participation in class activities, and working on
assignments in a timely fashion are essential to the successful completion of this course.

講義コード

U510202101

科目名

Advertising and the Media

英文科目名

Advertising and the Media

担当者名

冨田 浩起

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051H255

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of advertising and the media, the course will progress to the
basic language and concepts of advertising. Students will learn about, analyse, and speak
and write about how advertising works by looking at specific examples. Similarly, they will
look at various media forms and the impact they have on society. Students will continue to
develop the communication and academic skills they acquired during their first year.
はじめに広告とマスメディアについて概観し、広告に関連する基礎的な表現やコンセプトを学ぶ。具
体的な例を使いながら、広告がどのように機能するのか学び、分析し、自分の考えを発言もしくは文
章として発信する。また、様々なマスメディアの種類や、それが持つ社会への影響を考察する。1年次
に得たコミュニケーション及びアカデミックスキルを使い、さらに発展させる。

到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of
advertising and aspects of mass media.
広告とマスメディアの基礎的な知識を英語を通して学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to Advertising and Media
Overview of the Course and Requirements

第2回

Roles of Media - Pre/Post-WWII and the age of the Internet (Roles of multiple media outlets)
Reflection paper 1

第3回

Print media - newspapers and magazines
Open-note quiz 1
Reflection paper 2

第4回

Understanding traditional Media: Aspects of television and radio
Short presentation 1
Reflection paper 3

第5回

"Television and radio analysis
Open-note quiz 2
Reflection paper 4"

第6回

"Film analysis
Reflection paper 5"

第7回

"New Media: Internet (print, audio, visual) - news, entertainment, education, information
Short presentation 2
Reflection paper 6 "

第8回

"Advertising and Media Channels, Corporate Identity, Logos, and Branding
Open-note quiz 3
Reflection paper 7"

第9回

"Magazine ads: industry and ad analysis (Analysing and talking about magazine ads: their approach, design, and
effect. Comparing ads for two similar products)
Reflection paper 8"

第10回

"Magazine ad analysis (Analysing and talking about magazine ads: their approach, design, and effect.)
Short presentation 3
Reflection paper 9"

第11回

"TV commercials: analysis (Understanding the TV commercial industry in Japan and other countries, components
of TV commercial)
Open-note quiz 4
Reflection paper 10"

第12回

"Radio commercials: Analysis (Understanding the Radio commercial industry in Japan and other countries,
components of Radio commercial)
Reflection paper 11"

第13回

"Short presentation 4: TV commercials analytical presentation: Choose a TV commercial, scrutinize every
component embedded in the ad based on the criteria for analysis taught in the previous lessons, and create a PPT
presentation
Reflection paper 12"

第14回

"Open-note quiz 5, final paper submission, presentation debriefing, wrapup, and self-reflection"

第15回

Consolidation and Review

授業方法
"In this course, you will work on reading and listening activities based on the material provided by the teacher. You will also
participate in some discussion after the reading and comprehension activities. The learning activities will include: short interactive
lectures by the instructor, group discussions and presentations, individual research and writing, and active learning."
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Written feedback will be given to the final paper, short refletion paper, short comprehension quizzes, and short presentations.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％ "Final paper (30%): Graded according to a rubric with
alphabetical grade and written feedback.
Short reflection paper (10%): Grade awarded based on the
quality and level of understanding that you demonstrate
through the paper. -- Written feedback will be given."
％
小テスト
30
Short comprehension quizzes conducted in lesson 3, 5, 8,
11, 14 (4%× 5)-- Numerical grade and written feedback will
be given through Moodle.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Active participation in class and group
discussions/presentations. Grade awarded based on the
quality and quantity of contributions. -- Alphabetical grade
written feedback will be given.
その他(備考欄を参照)
20 ％ "Short presentations in group conducted in lesson 4, 7, 10
(3%×3) and 13 (11%).
Graded according to a rubric based on the quality of the
presentation. -- Alphabetical grade and written feedback
will be given via Moodle"
成績評価コメント
Classes are delivered exclusively in English. As the size of the group may vary, the content and format of the classes may also
vary slightly to adapt to the group’s size, interests and abilities.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Written feedback will be given to the final paper, short reflection paper, participation, and short presentations.
教科書コメント
There is no textbook. Reading and listening materials related to the course will be supplied by the instructor.
その他
"The main purpose of this course is developing your academic literacy and critical thinking skills to function in academic
discourse. To meet the aim, I would strongly recommend your active participation in every activity offered in the course.
Remember that active participation can only be achieved when your preparation is fully accomplished before the class starts.
As a requirement to be enrolled in the course, I would like to ask you to buy a notebook for the class and a clear file (A4) which
contains about 20-25 clear sheets. It is not enough to stress the importance of the type of clear file because it allows you to
keep your handouts and papers in order. Write your name and student # and class name on the front of both of them. Bring
them to every class! Besides your notebook and clear file, bring your laptop, writing equipment, and dictionary.
Come to class on time and be ready to study. The ISS late policy will be strictly enforced (see the student handbook if you are
not sure what it is). It is very important that you participate in class and communicate in English.
Late homework and assignments will in principle, not be accepted. If you anticipate being late to hand something in, contact Mr.
Tomita (tomita.koki@gmail.com) ASAP. This includes any written work to use in class. Also, if you anticipate being late for class
or absent from class, please let your teacher know."

講義コード

U510202102

科目名

Advertising and the Media

英文科目名

Advertising and the Media

担当者名

冨田 浩起

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051H255

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
"Beginning with overviews of advertising and the media, the course will progress to the
basic language and concepts of advertising. Students will learn about, analyse, and speak
and write about how advertising works by looking at specific examples. Similarly, they will
look at various media forms and the impact they have on society. Students will continue to
develop the communication and academic skills they acquired during their first year.
はじめに広告とマスメディアについて概観し、広告に関連する基礎的な表現やコンセプトを学ぶ。具
体的な例を使いながら、広告がどのように機能するのか学び、分析し、自分の考えを発言もしくは文
章として発信する。また、様々なマスメディアの種類や、それが持つ社会への影響を考察する。1年次
に得たコミュニケーション及びアカデミックスキルを使い、さらに発展させる。"

到達目標
"Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of
advertising and aspects of mass media.
広告とマスメディアの基礎的な知識を英語を通して学ぶことにより総合的な英語運用力を高める。"
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to Advertising and Media
Overview of the Course and Requirements

第2回

"Roles of Media - Pre/Post-WWII and the age of the Internet (Roles of multiple media outlets)
Reflection paper 1"

第3回

"Print media - newspapers and magazines
Open-note quiz 1
Reflection paper 2"

第4回

"Understanding traditional Media: Aspects of television and radio
Short presentation 1
Reflection paper 3"

第5回

"Television and radio analysis
Open-note quiz 2
Reflection paper 4"

第6回

"Film analysis
Reflection paper 5"

第7回

"New Media: Internet (print, audio, visual) - news, entertainment, education, information
Short presentation 2
Reflection paper 6 "

第8回

"Advertising and Media Channels, Corporate Identity, Logos, and Branding
Open-note quiz 3
Reflection paper 7"

第9回

"Magazine ads: industry and ad analysis (Analysing and talking about magazine ads: their approach, design, and
effect. Comparing ads for two similar products)
Reflection paper 8"

第10回

"Magazine ad analysis (Analysing and talking about magazine ads: their approach, design, and effect.)
Short presentation 3
Reflection paper 9"

第11回

"TV commercials: analysis (Understanding the TV commercial industry in Japan and other countries, components
of TV commercial)
Open-note quiz 4
Reflection paper 10"

第12回

"Radio commercials: Analysis (Understanding the Radio commercial industry in Japan and other countries,
components of Radio commercial)
Reflection paper 11"

第13回

"Short presentation 4: TV commercials analytical presentation: Choose a TV commercial, scrutinize every
component embedded in the ad based on the criteria for analysis taught in the previous lessons, and create a PPT
presentation
Reflection paper 12"

第14回

"Open-note quiz 5, final paper submission, presentation debriefing, wrapup, and self-reflection"

第15回

Consolidation and Review

授業方法
"In this course, you will work on reading and listening activities based on the material provided by the teacher. You will also
participate in some discussion after the reading and comprehension activities. The learning activities will include: short interactive
lectures by the instructor, group discussions and presentations, individual research and writing, and active learning."
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Written feedback will be given to the final paper, short refletion paper, short comprehension quizzes, and short presentations.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％ "Final paper (30%): Graded according to a rubric with
alphabetical grade and written feedback.
Short reflection paper (10%): Grade awarded based on the
quality and level of understanding that you demonstrate
through the paper. -- Written feedback will be given."
％
小テスト
30
Short comprehension quizzes conducted in lesson 3, 5, 8,
11, 14 (4%× 5)-- Numerical grade and written feedback will
be given through Moodle.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Active participation in class and group
discussions/presentations. Grade awarded based on the
quality and quantity of contributions. -- Alphabetical grade
written feedback will be given.
その他(備考欄を参照)
20 ％ "Short presentations in group conducted in lesson 4, 7, 10
(3%×3) and 13 (11%).
Graded according to a rubric based on the quality of the
presentation. -- Alphabetical grade and written feedback
will be given via Moodle"
成績評価コメント
Classes are delivered exclusively in English. As the size of the group may vary, the content and format of the classes may also
vary slightly to adapt to the group’s size, interests and abilities.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Written feedback will be given to the final paper, short reflection paper, participation, and short presentations.
教科書コメント
There is no textbook. Reading and listening materials related to the course will be supplied by the instructor.
その他
"The main purpose of this course is developing your academic literacy and critical thinking skills to function in academic
discourse. To meet the aim, I would strongly recommend your active participation in every activity offered in the course.
Remember that active participation can only be achieved when your preparation is fully accomplished before the class starts.
As a requirement to be enrolled in the course, I would like to ask you to buy a notebook for the class and a clear file (A4) which
contains about 20-25 clear sheets. It is not enough to stress the importance of the type of clear file because it allows you to
keep your handouts and papers in order. Write your name and student # and class name on the front of both of them. Bring
them to every class! Besides your notebook and clear file, bring your laptop, writing equipment, and dictionary.
Come to class on time and be ready to study. The ISS late policy will be strictly enforced (see the student handbook if you are
not sure what it is). It is very important that you participate in class and communicate in English.
Late homework and assignments will in principle, not be accepted. If you anticipate being late to hand something in, contact Mr.
Tomita (tomita.koki@gmail.com) ASAP. This includes any written work to use in class. Also, if you anticipate being late for class
or absent from class, please let your teacher know."

講義コード

U510202103

科目名

Advertising and the Media

英文科目名

Advertising and the Media

担当者名

MACGREGOR， Laura

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ３時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051H255

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of advertising and the media, the course will progress to the basic language and concepts of
advertising. Students will learn about, analyse, and speak and write about how advertising works by looking at specific examples.
Similarly, they will look at various media forms and the impact they have on society. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of advertising and aspects of mass media.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course overview, Introduction to the media as industry and the vocabulary for talking about the media

第2回

The internet as media source

第3回

Social Networking sites

第4回

Poster presentation on the media - introduction and preparation

第5回

Field trip to Advertising Museum

第6回

Field trip debriefing; Ad museum report due (15%)
Poster presentation preparation and practice

第7回

Poster presentations on the media - presentation day (20%)

第8回

Field trip debriefing, assignment due
Quiz #1: Media (10%)
Advertising: Concepts, corporate identity, logos, and branding

第9回

Introduction to ad analysis
Ad analysis paper assigned
Print ads: Analysis sample #1

第10回

Print ads: Analysis sample #2
Characteristics of Japanese ads

第11回

Outlines for your ad analysis paper and outside sources due
Discussion

第12回

Ad analysis paper drafts due
Peer review and revision

第13回

Quiz #2: Advertising (10%); TV commercials

第14回

Ad analysis paper due (35%); course review and reflection, self-evaluation, future research

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class and needs of the students. Check the course's Moodle page for
updates.
授業方法
The learning activities will include: short interactive lectures by the instructor, group discussions, presentations, and individual
research and writing.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class for review, research, assiginments, and preparation for the next class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ Field trip assignment (15%), Magazine ad analysis paper
(35%); papers will be graded based on rubric with numerical
score and written feedback and returned to students
小テスト
20 ％ Two quizzes (10% each) that will be scored and returned to
students
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)

10 ％

その他(備考欄を参照)

20 ％

Participation and preparation for class activities; numerical
score based on criteria outlined and presented to students
in writing
Media presentation: grade based on rubric with numerical
score and written feedback that will be returned to students

成績評価コメント
All written assignments must be typed and formatted according to APA style. Plagiarized work will receive a zero grade.
Late homework will, in principle, NOT be accepted. If you anticipate being late for an assignment, contact the instructor
immediately. Failing that, 10% will be deducted each day the assignment is late for up to 5 days, after which the grade will be zero.
The grading criteria for assignments will be given to students in advance and written feedback will be provided.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical grades and written comments for all written assignments
Numerical grades for quizzes.
Presentations will be graded according to a rubric of criteria and given a numerical grade.
教科書コメント
There is no textbook for the course. Materials will be provided by the instructor and available on the course's Moodle
page.
参考文献
Advertising: A very short introduction 洋書,Fletcher, W.,Oxford University Press,2010,9780199568925
参考文献コメント
Reference materials are available in the Law/Economics Library
履修上の注意
You must attend the first class and bring your notebook and laptop and other study materials to the first and every class.
その他
Being absent does not excuse you from homework, assignments and tests. It is your responsibility to submit work on time and
be prepared for class.

講義コード

U510202104

科目名

Advertising and the Media

英文科目名

Advertising and the Media

担当者名

MACGREGOR， Laura

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051H255

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of advertising and the media, the course will progress to the basic language and concepts of
advertising. Students will learn about, analyse, and speak and write about how advertising works by looking at specific examples.
Similarly, they will look at various media forms and the impact they have on society. Students will continue to develop the
communication and academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of advertising and aspects of mass media.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course overview, Introduction to the media as industry and the vocabulary for talking about the media

第2回

The internet as media source

第3回

Social Networking sites

第4回

Poster presentation on the media - introduction and preparation

第5回

Field trip to Advertising Museum

第6回

Field trip debriefing; Ad museum report due (15%)
Poster presentation preparation and practice

第7回

Poster presentations on the media - presentation day (20%)

第8回

Field trip debriefing, assignment due
Quiz #1: Media (10%)
Advertising: Concepts, corporate identity, logos, and branding

第9回

Introduction to ad analysis
Ad analysis paper assigned
Print ads: Analysis sample #1

第10回

Print ads: Analysis sample #2
Characteristics of Japanese ads

第11回

Outlines for your ad analysis paper and outside sources due
Discussion

第12回

Ad analysis paper drafts due
Peer review and revision

第13回

Quiz #2: Advertising (10%); TV commercials

第14回

Ad analysis paper due (35%); course review and reflection, self-evaluation, future research

第15回

Course consolidation

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class and needs of the students. Check the course's Moodle page for
updates.
授業方法
The learning activities will include: short interactive lectures by the instructor, group discussions, presentations, and individual
research and writing.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class for review, research, assiginments, and preparation for the next class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ Field trip assignment (15%), Magazine ad analysis paper
(35%); papers will be graded based on rubric with numerical
score and written feedback and returned to students
小テスト
20 ％ Two quizzes (10% each) that will be scored and returned to
students
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)

10 ％

その他(備考欄を参照)

20 ％

Participation and preparation for class activities; numerical
score based on criteria outlined and presented to students
in writing
Media presentation: grade based on rubric with numerical
score and written feedback that will be returned to students

成績評価コメント
All written assignments must be typed and formatted according to APA style. Plagiarized work will receive a zero grade.
Late homework will, in principle, NOT be accepted. If you anticipate being late for an assignment, contact the instructor
immediately. Failing that, 10% will be deducted each day the assignment is late for up to 5 days, after which the grade will be zero.
The grading criteria for assignments will be given to students in advance and written feedback will be provided.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical grades and written comments for all written assignments
Numerical grades for quizzes.
Presentations will be graded according to a rubric of criteria and given a numerical grade.
教科書コメント
There is no textbook for the course. Materials will be provided by the instructor and available on the course's Moodle
page.
参考文献
Advertising: A very short introduction 洋書,Fletcher, W.,Oxford University Press,2010,9780199568925
参考文献コメント
Reference materials are available in the Law/Economics Library
履修上の注意
You must attend the first class and bring your notebook and laptop and other study materials to the first and every class.
その他
Being absent does not excuse you from homework, assignments and tests. It is your responsibility to submit work on time and
be prepared for class.

講義コード

U510203101

科目名

Social Diversity

英文科目名

Social Diversity

担当者名

SHAITAN， Alexandra

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051H256

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how many societies are becoming more diverse, the course will progress to the basic language and
concepts of social diversity. Students will learn about, analyse, and speak and write about how increased diversity impacts social
interaction and integration of societies by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and
academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of social diversity.
授業内容
実施回

内容

第1回

Overview: The Debate on Homogeneity and Multiculturalism;introduction to the course contents, requirements/

第2回

Ainu, indigenous people of Hokkaido; research notes/choosing topics for the first research cycle/

第3回

Ryukyuans, indigenous people of Okinawa

第4回

Japanese-Brazilians, an artificially created ethnic minority

第5回

Burakumin – descendents of Japan's victimized outcast people

第6回

in-class writing (assessed); group discussions/research notes comparison/

第7回

Student-led group discussions/presentations/essay 1 deadline

第8回

Research Cycle 2: selecting topics/brainstrorming/relevant sources/online resources/

第9回

Mixed race in Japan: haafu in Japan (discussion of the arcticle by Shaitan & McEntee-Atalianis)

第10回

Sexual minorities: gay/lesbian, transsexuals

第11回

Koreans, Japan's biggest and oldest ethnic minority

第12回

Chinese, Japan’s fastest growing minority

第13回

in-class writing 2 (assessed and timed)

第14回

Resaerch cycle 2: presentations/group discussions/deadline for paper submission/

第15回

Course overview/course evaluation/

授業方法
lectures/discussions/pair-work/group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
stduents are required to spend up to 2-3 hours per week
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％）
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％
小テスト
30 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
10 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
an on-going feedback/peer feedback/

備考

Essay
presentation
notebook (research notes)
class participation

教科書コメント
handouts/power-point slieds will be used as the main teaching materials/additional articles for research and reading will
beprovided by the instructor
参考文献コメント
Japan’s Minorities: The Illusion of Homogeneity, ed. Michael Weiner (Routledge 2008) 洋書
Multicultural Japan, ed. Donald Denoon et al, (Cambridge UP 1997). NOTE: these books are not used as the main textbook for
the course but only for REFERENCES/Additional reading/
Multiethnic Japan, by John Lie (Harvard UP, 2001)
Hegemony of Homogeneity: An Anthropological Analysis of Nihonjinron by Harumi Befu (Trans Pacific Press 2001)

講義コード

U510203102

科目名

Social Diversity

英文科目名

Social Diversity

担当者名

SHAITAN， Alexandra

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051H256

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how many societies are becoming more diverse, the course will progress to the basic language and
concepts of social diversity. Students will learn about, analyse, and speak and write about how increased diversity impacts social
interaction and integration of societies by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and
academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of social diversity.
授業内容
実施回

内容

第1回

Overview: The Debate on Homogeneity and Multiculturalism;introduction to the course contents, requirements/

第2回

Ainu, indigenous people of Hokkaido; research notes/choosing topics for the first research cycle/

第3回

Ryukyuans, indigenous people of Okinawa

第4回

Japanese-Brazilians, an artificially created ethnic minority

第5回

Burakumin – descendents of Japan's victimized outcast people

第6回

in-class writing (assessed); group discussions/research notes comparison/

第7回

Student-led group discussions/presentations/essay 1 deadline

第8回

Research Cycle 2: selecting topics/brainstrorming/relevant sources/online resources/

第9回

Mixed race in Japan: haafu in Japan (discussion of the arcticle by Shaitan & McEntee-Atalianis)

第10回

Sexual minorities: gay/lesbian, transsexuals

第11回

Koreans, Japan's biggest and oldest ethnic minority

第12回

Chinese, Japan’s fastest growing minority

第13回

in-class writing 2 (assessed and timed)

第14回

Resaerch cycle 2: presentations/group discussions/deadline for paper submission/

第15回

Course overview/course evaluation/

授業方法
lectures/discussions/pair-work/group work
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
stduents are required to spend up to 2-3 hours per week
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％）
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％
小テスト
30 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
10 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
an on-going feedback/peer feedback/

備考

Essay
presentation
notebook (research notes)
class participation

教科書コメント
handouts/power-point slieds will be used as the main teaching materials/additional articles for research and reading will
beprovided by the instructor
参考文献コメント
Japan’s Minorities: The Illusion of Homogeneity, ed. Michael Weiner (Routledge 2008) 洋書
Multicultural Japan, ed. Donald Denoon et al, (Cambridge UP 1997). NOTE: these books are not used as the main textbook for
the course but only for REFERENCES/Additional reading/
Multiethnic Japan, by John Lie (Harvard UP, 2001)
Hegemony of Homogeneity: An Anthropological Analysis of Nihonjinron by Harumi Befu (Trans Pacific Press 2001)

講義コード

U510203103

科目名

Social Diversity

英文科目名

Social Diversity

担当者名

笹沼 塩美

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ３時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051H256

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how many societies are becoming more diverse, the course will progress to the basic language and
concepts of social diversity. Students will learn about, analyse, and speak and write about how increased diversity impacts social
interaction and integration of societies by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and
academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of social diversity is the linguistic goal, and the
humanistic goal is that students grow as a global leader with their intelligence and wisdom after this course.
授業内容
実施回

内容

第1回

Overview: Introduction to the course contents, assessment criteria, goal, and policy
Japan, such a diverse society/Research guidance 1

第2回

Japan, such a diverse society 2 & discussion
Research guidance 2

第3回

Ainu, internally displaced people (IDP), indigenous people in Japan & discussion

第4回

Burakumin – descendents of Japan's victimized outcast people & discussion

第5回

Okinawans, indigenous people in Okinawa & discussion

第6回

Disaster survivors (IDP) in Japan, relief activities & discussion

第7回

Aetas, indigenous people in the Philippines 1 & discussion

第8回

Aetas, indigenous people in the Philippines 2 & discussion

第9回

Nepalese, the people in the 150-caste system 1 & discussion

第10回

Nepalese, the people in the 150-caste system 2 & discussion

第11回

International development & social entrepreneur movement & discussion

第12回

Student presentation & evaluation 1

第13回

Student presentation & evaluation 2

第14回

Final exam

第15回

Course overview/course evaluation

授業方法
lectures/discussions/pair-work/group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Stduents are required to spend at least 2-3 hours per week.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Topic research (6 topics)
小テスト
20 ％ Group presentation
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Attitude, attendance, discussion & participation
その他(備考欄を参照)
30 ％ Other assignments & class tasks
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Every students must receive feedback on his/her assignments.
教科書
Making Peace,Elaine Brooks & Len Fox,Cambridge University Press,1,1998,0-521-65780-6
教科書コメント
Handouts/power-point slides will be distributed as additional information by the instructor.

講義コード

U510203104

科目名

Social Diversity

英文科目名

Social Diversity

担当者名

笹沼 塩美

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051H256

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of how many societies are becoming more diverse, the course will progress to the basic language and
concepts of social diversity. Students will learn about, analyse, and speak and write about how increased diversity impacts social
interaction and integration of societies by looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and
academic skills they acquired during their first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of social diversity is the linguistic goal, and the
humanistic goal is that students grow as a global leader with their intelligence and wisdom after this course.
授業内容
実施回

内容

第1回

Overview: Introduction to the course contents, assessment criteria, goal, and policy
Japan, such a diverse society/Research guidance 1

第2回

Japan, such a diverse society 2 & discussion
Research guidance 2

第3回

Ainu, internally displaced people (IDP), indigenous people in Japan & discussion

第4回

Burakumin – descendents of Japan's victimized outcast people & discussion

第5回

Okinawans, indigenous people in Okinawa & discussion

第6回

Disaster survivors (IDP) in Japan, relief activities & discussion

第7回

Aetas, indigenous people in the Philippines 1 & discussion

第8回

Aetas, indigenous people in the Philippines 2 & discussion

第9回

Nepalese, the people in the 150-caste system 1 & discussion

第10回

Nepalese, the people in the 150-caste system 2 & discussion

第11回

International development & social entrepreneur movement & discussion

第12回

Student presentation & evaluation 1

第13回

Student presentation & evaluation 2

第14回

Final exam

第15回

Course overview/course evaluation

授業方法
lectures/discussions/pair-work/group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Stduents are required to spend at least 2-3 hours per week.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ Topic research (6 topics)
小テスト
20 ％ Group presentation
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Attitude, attendance, discussion & participation
その他(備考欄を参照)
30 ％ Other assignments & class tasks
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Every students must receive feedback on his/her assignments.
教科書
Making Peace,Elaine Brooks & Len Fox,Cambridge University Press,1,1998,0-521-65780-6
教科書コメント
Handouts/power-point slides will be distributed as additional information by the instructor.

講義コード

U510204101

科目名

Global Challenges

英文科目名

Global Challenges

担当者名

MARCHAND， Tim Louis

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051H257

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of practical challenges and dilemmas the world faces, the course will progress to the basic language and
concepts related to global development. Students will learn about, analyse, and speak and write about development of countries by
looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their
first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of current global issues.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course guide/general knowledge quiz/first-cycle goal setting

第2回

Research Cycle 1 Introduction to 15 Global Challenges
Concepts quiz/Discussion Questions
Guide to researching and notetaking

第3回

Research Cycle 1 Continued
Concepts quiz/Discussion Questions
Reporting on notes in pairs

第4回

Research Cycle 1 Continued
Setting Report Framework
Reporting on notes in pairs

第5回

Research Cycle 1 Continued
Focusing on case studies

第6回

Research Cycle 1 Continued
Refining Report Framework
Reporting on case studies

第7回

Resch Cycle 1 Coninued
Group Discussions

第8回

Research Cycle 1 Completion Day

第9回

Research Cycle 2 Introduction
Problem selection quiz

第10回

Research Cycle 2 Continued
Measuring impact

第11回

Research Cycle 2 Continued
Reporting on global problem profiles

第12回

Research Cycle 2 Continued
Campaign preparation
Reporting on notes in pairs

第13回

Research Cycle 2 Campaign Day

第14回

Feedback, Self-Assessment and Reflection

第15回

Independent research

授業計画コメント
Please note: the plan may change according to the needs of the class
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
20 ％ Campaign to help solve a global problem
中間テスト
20 ％ Case studies on a global challenge
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of course notebook
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
参考文献
State of the Future 19.1,Jerome C. Glenn et al.,The Millennium Project,9780988263956
参考文献コメント
Some class material will be posted online.
You will also need to bring an A4 notebook and digital device each week

講義コード

U510204102

科目名

Global Challenges

英文科目名

Global Challenges

担当者名

MARCHAND， Tim Louis

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051H257

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of practical challenges and dilemmas the world faces, the course will progress to the basic language and
concepts related to global development. Students will learn about, analyse, and speak and write about development of countries by
looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their
first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of current global issues.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course guide/general knowledge quiz/first-cycle goal setting

第2回

Research Cycle 1 Introduction to 15 Global Challenges
Concepts quiz/Discussion Questions
Guide to researching and notetaking

第3回

Research Cycle 1 Continued
Concepts quiz/Discussion Questions
Reporting on notes in pairs

第4回

Research Cycle 1 Continued
Setting Report Framework
Reporting on notes in pairs

第5回

Research Cycle 1 Continued
Focusing on case studies

第6回

Research Cycle 1 Continued
Refining Report Framework
Reporting on case studies

第7回

Resch Cycle 1 Coninued
Group Discussions

第8回

Research Cycle 1 Completion Day

第9回

Research Cycle 2 Introduction
Problem selection quiz

第10回

Research Cycle 2 Continued
Measuring impact

第11回

Research Cycle 2 Continued
Reporting on global problem profiles

第12回

Research Cycle 2 Continued
Campaign preparation
Reporting on notes in pairs

第13回

Research Cycle 2 Campaign Day

第14回

Feedback, Self-Assessment and Reflection

第15回

Independent research

授業計画コメント
Please note: the plan may change according to the needs of the class
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
20 ％ Campaign to help solve a global problem
中間テスト
20 ％ Case studies on a global challenge
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of course notebook
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
参考文献
State of the Future 19.1,Jerome C. Glenn et al.,The Millennium Project,9780988263956
参考文献コメント
Some class material will be posted online.
You will also need to bring an A4 notebook and digital device each week

講義コード

U510204103

科目名

Global Challenges

英文科目名

Global Challenges

担当者名

PAYDON， Steven

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ３時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051H257

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of practical challenges and dilemmas the world faces, the course will progress to the basic language and
concepts related to global development. Students will learn about, analyse, and speak and write about development of countries by
looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their
first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of current global issues.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Introduction

第2回

The Millennium Development Goals

第3回

The Millennium Development Goals II

第4回

Poster Presentation Preparation

第5回

Poster Presentation Practice

第6回

Poster Presentations: The Millennium Development Goals

第7回

The Sustainable Development Goals

第8回

The Sustainable Development Goals II

第9回

Introduction to Pecha Kucha Presentations

第10回

Pecha Kucha Presentation Visuals

第11回

Pecha Kucha Presentation Practice

第12回

Pecha Kucha Presentations I: The Sustainable Development Goals

第13回

Pecha Kucha Presentations II: The Sustainable Development Goals

第14回

Pecha Kucha Presentations III: The Sustainable Development Goals

第15回

Wrap-up

授業方法
Collaborative learning with a focus on group dynamics
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be on average an hour of homework required per lesson.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％）
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
20 ％
中間テスト
20 ％
レポート
小テスト
30 ％

備考
The final project is a summary of all the content.
Group work and collaboration are important in this class.
Homework is to be finished on time and students should be
proactive in classwork.
Attendance, punctuality and participation.

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class when possible, and via Moodle when not.
教科書コメント
No textbook

講義コード

U510204104

科目名

Global Challenges

英文科目名

Global Challenges

担当者名

PAYDON， Steven

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051H257

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with overviews of practical challenges and dilemmas the world faces, the course will progress to the basic language and
concepts related to global development. Students will learn about, analyse, and speak and write about development of countries by
looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their
first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of current global issues.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course Introduction

第2回

The Millennium Development Goals

第3回

The Millennium Development Goals II

第4回

Poster Presentation Preparation

第5回

Poster Presentation Practice

第6回

Poster Presentations: The Millennium Development Goals

第7回

The Sustainable Development Goals

第8回

The Sustainable Development Goals II

第9回

Introduction to Pecha Kucha Presentations

第10回

Pecha Kucha Presentation Visuals

第11回

Pecha Kucha Presentation Practice

第12回

Pecha Kucha Presentations I: The Sustainable Development Goals

第13回

Pecha Kucha Presentations II: The Sustainable Development Goals

第14回

Pecha Kucha Presentations III: The Sustainable Development Goals

第15回

Wrap-up

授業方法
Collaborative learning with a focus on group dynamics
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be on average an hour of homework required per lesson.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％）
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
20 ％
中間テスト
20 ％
レポート
小テスト
30 ％

備考
The final project is a summary of all the content.
Group work and collaboration are important in this class.
Homework is to be finished on time and students should be
proactive in classwork.
Attendance, punctuality and participation.

平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class when possible, and via Moodle when not.
教科書コメント
No textbook

講義コード

U510204105

科目名

Global Challenges

英文科目名

Global Challenges

担当者名

MARCHAND， Tim Louis

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ５時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051H257

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Beginning with an overview of practical challenges and dilemmas the world faces, the course will progress to the basic language and
concepts related to global development. Students will learn about, analyse, and speak and write about development of countries by
looking at specific examples. Students will continue to develop the communication and academic skills they acquired during their
first year.
到達目標
Development of English language skills through acquisition of basic knowledge of current global issues.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course guide/general knowledge quiz/first-cycle goal setting

第2回

Research Cycle 1 Introduction to 15 Global Challenges
Concepts quiz/Discussion Questions
Guide to researching and notetaking

第3回

Research Cycle 1 Continued
Concepts quiz/Discussion Questions
Reporting on notes in pairs

第4回

Research Cycle 1 Continued
Setting Report Framework
Reporting on notes in pairs

第5回

Research Cycle 1 Continued
Focusing on case studies

第6回

Research Cycle 1 Continued
Refining Report Framework
Reporting on case studies

第7回

Resch Cycle 1 Coninued
Group Discussions

第8回

Research Cycle 1 Completion Day

第9回

Research Cycle 2 Introduction
Problem selection quiz

第10回

Research Cycle 2 Continued
Measuring impact

第11回

Research Cycle 2 Continued
Reporting on global problem profiles

第12回

Research Cycle 2 Continued
Campaign preparation
Reporting on notes in pairs

第13回

Research Cycle 2 Campaign Day

第14回

Feedback, Self-Assessment and Reflection

第15回

Independent research

授業計画コメント
Please note: the plan may change according to the needs of the class
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
20 ％ Campaign to help solve a global problem
中間テスト
20 ％ Case studies on a global challenge
レポート
20 ％ Combined teacher and self-assessment of course notebook
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
参考文献
State of the Future 19.1,Jerome C. Glenn et al.,The Millennium Project,9780988263956
参考文献コメント
Some class material will be posted online.
You will also need to bring an A4 notebook and digital device each week

講義コード

U510300101

科目名

国際ビジネスのための法学

英文科目名

Introduction to Business Law

担当者名

星 明男

単位

2

時間割

第１学期 金曜日 ３時限 中央－４０３

科目ナンバリング

051A101

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
この授業では、国際的な企業活動に関わる法制度の内容を概説する。学生が将来国際ビジネスにおいて法律問題に直面した際に
法律の専門家との間で有効なコミュニケーションを行うために最低限必要となる企業法務の知識・概念を修得することが目標となる。
したがって、法制度の機能や仕組みの解説を中心とした授業内容とし、いわゆる法解釈論は講じない。また、この授業の内容は日本
の法制度をベースとしたものとなるが、他の国・地域の法制度についても言及することがある。
到達目標
企業活動に関わる法制度の概要を把握することを目標とする。併せて、法律の専門家との間のコミュニケーションに必要となる基礎的
な語彙の習得を目指す。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション

第2回

司法制度の概要

第3回

契約（1）：契約の成立

第4回

契約（2）：契約内容の規制と補充

第5回

契約（3）：契約違反に対する救済

第6回

不法行為（1）：事故の抑止と救済

第7回

不法行為（2）：財産権の侵害

第8回

企業組織（1）：個人企業・組合

第9回

企業組織（2）：株式会社の特質

第10回

企業組織（3）：株式会社の運営

第11回

雇用（1）：採用と解雇

第12回

雇用（2）：労働条件

第13回

知的財産権

第14回

支払決済

第15回

総括

授業計画コメント
授業計画は暫定的なものであり、授業の進度に応じて回数・内容を変更する可能性がある。
授業方法
講義形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
参考文献の関連箇所を読んだ上で出席することが望ましい（1～2時間程度）。各回の授業内容に対応する参考文献の関連箇所は授
業中に指示する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
100％ 論述式の出題が中心となる。
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
原則として学期末試験の結果によって評価するが、授業中に積極的にディスカッションに参加した受講生には、平常点を加点する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
期末試験の講評をMoodleに掲載する。
教科書コメント
特定の教科書は使用せず、講義資料をMoodleにアップロードする。また、小型の六法を手元に用意することが望ましい。

参考文献
企業法入門,龍田節・杉浦市郎,日本評論社,5,2018,9784535523432
法の世界へ：有斐閣アルマ,池田真朗ほか,有斐閣,7,2017,9784641220881
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510400101

科目名

国際企業法

英文科目名

Comparative Company Law

担当者名

星 明男

単位

2

時間割

第１学期 金曜日 ２時限 中央－４０３

科目ナンバリング

051A201

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
会社という企業組織の形態は現代の経済活動にとって必要不可欠な仕組みである一方、その関係者間に利害対立をもたらす。経済
学で「エイジェンシー問題」と呼ばれる問題である。会社法の目的は会社を取り巻く利害関係者間に生じるエイジェンシー問題を解決
するための仕組みを提供することにあるが、その具体的な仕組みは各国・地域の会社法ごとに様々である。この授業では、比較法
的・機能的な観点からこれらの仕組みの共通点と相違点を概説する。この授業の対象は日本の会社法に限られず、主要先進国の会
社法を含むものとなる。
到達目標
会社法が扱う主要な問題の性質と問題解決のための多様なアプローチを理解することを目標にする。それらの理解を通じて国際ビジ
ネスにおける問題の発見と解決のためのセンスを養う。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション

第2回

企業組織の形態と機能－大規模公開会社の特質

第3回

エイジェンシー問題への法的対応－会社法の目的と役割

第4回

株式の内容

第5回

会社の機関設計

第6回

株主の議決権と取締役の選解任

第7回

取締役会の構成

第8回

中間試験

第9回

役員報酬

第10回

取締役の義務

第11回

支配株主の私的利益と少数株主の保護

第12回

支配権と経済的権利の分離

第13回

負債のエイジェンシー問題

第14回

債権者保護

第15回

総括

授業計画コメント
授業計画は暫定的なものであり、授業の進度に応じて回数・内容を変更する可能性がある。
授業方法
講義形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
参考文献の関連箇所を読んだ上で出席することが望ましい（2時間程度）。各回の授業内容に対応する参考文献の関連箇所は授業
中に指示する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
80 ％ 論述式
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ 選択式
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中に中間試験の解説を行う。
教科書コメント
特定の教科書は使用せず、講義資料をMoodleにアップロードする。
参考文献

The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach,Reinier Kraakman, et al.,Oxford University
Press,3rd Edition,2017,9780198724315
会社法入門：岩波新書,神田秀樹,岩波書店,新,2015,9784004315544
コーポレート・ガバナンス：岩波新書,花崎正晴,岩波書店,2014,9784004315131
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510401101

科目名

Law and Economics

英文科目名

Law and Economics

担当者名

星 明男

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ２時限 中央－４０３

科目ナンバリング

051A251

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Since the early 1960s, economics has been an important and internationally-common analytical tool for those who want to
understand the effect legal rules have on the way people behave. This course provides a systematic economic analysis of core
areas of private law: property, torts and contracts. The course is aimed at a general audience of students. No economic
background is needed to take the course.
到達目標
Gaining familiarity with basic concepts of private law, and understanding its significance from an economic perspective.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Review of Microeconomic Theory (1): Price Theory

第3回

Review of Microeconomic Theory (2): Game Theory

第4回

Property (1): Coase Theorem

第5回

Property (2): Transaction Costs

第6回

Property (3): Property Rules and Liability Rules

第7回

Property (4): Intellectual Property

第8回

Torts (1): Traditional Theory of Tort Liability

第9回

Torts (2): Economic Theory of Tort Liability

第10回

Torts (3): Products Liability / Punitive Damages

第11回

Torts (4): Judicial Errors / Joint and Several Liability

第12回

Contracts (1): Enforcement of Contracts

第13回

Contracts (2): Remedies for Breach of Contracts

第14回

Contracts (3): Formation Defenses and Performance Excuses

第15回

Review and summary

授業計画コメント
Course schedule is tentative and subject to change.
授業方法
Lectures. This course is taught in English, but students may ask questions not only in English but also in Japanese.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are required to read the relevant sections of the textbook before attending each class session (approx. 2 hours).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
100％ The final exam will consist of an essay part and a multiple
choice part.
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Grading will be made primarily based on the final exam; however, students who actively participated class discussions will have a
chance to make their grades up.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
General comments to the final exam results will be posted on Moodle.
教科書
Law and Economics,Robert B. Cooter Jr. and Thomas Ulen,Pearson Education Limited,6th Edition,2014,9781292021843

教科書コメント
As of January 2019, students can freely download a PDF version of the textbook from the following website.
https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/
参考文献
Trade-Offs,Harold Winter,The University of Chicago Press,2nd Edition,2013,9780226924496
その他
Introductory courses of microeconomics and game theory will be helpful to understand this course, but they are not a
prerequisite.
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510500101

科目名

Corporate Finance and Law

英文科目名

Corporate Finance and Law

担当者名

星 明男

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ３時限 中央－４０３

科目ナンバリング

051A351

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
The principles and concepts of corporate finance are essential to understanding modern international corporate transactions and
structuring them in ways that achieve particular business objectives. This course examines legal, economic and policy aspects of
corporate finance transactions. The course is based on a business school textbook and involves some manageable numerical
analysis. It is therefore important that students enrolling in this course are comfortable working with numbers.
到達目標
Gaining familiarity with basic concepts of corporate finance, and understanding their application in international business
transactions.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

How to Calculate Present Values

第3回

Project Appraisal

第4回

Net Present Value and Other Investment Criteria

第5回

Solutions to Assignments #1

第6回

Risk and Return

第7回

Portfolio Selection

第8回

Capital Asset Pricing Model

第9回

Estimating Costs of Capital

第10回

Solutions to Assignments #2

第11回

Efficient Capital Markets

第12回

Capital Structure (1): MM Propositions

第13回

Capital Structure (2): Limits to the Use of Debt

第14回

Payout Policy

第15回

Review and Summary

授業計画コメント
Course schedule is tentative and subject to change.
授業方法
Lectures. This course is taught in English, but students may ask questions not only in English but also in Japanese.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are required to read the relevant sections of the textbook before attending each class session (approx. 2 hours).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
50 ％ The final exam will consist of an essay part and a multiple
choice part.
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
50 ％ A few assignments will be given during the semester.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Solutions to the assignments will be given in the classroom.
教科書
Principles of Corporate Finance,Richard A. Brealey, Stewart C. Myers & Franklin Allen,McGraw-Hill Education,12th
Edition,2017,9781259253331
その他

Introductory courses in microeconomics, accounting and econometrics will be helpful to understand this course, but they are
not a prerequisite.

講義コード

U510501101

科目名

Asian Business Law

英文科目名

Asian Business Law

担当者名

小口 光

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ５時限 中央－４０３

科目ナンバリング

051A364

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
These days, goods, services and information are traded and/or shared across borders and people move between borders. Laws and regulations
are stipulated by nations and regions, while multi-lateral and bilateral treaties also play important roles in the business field. Each country faces
and has to prioritize different tasks and challenges. Specific policies to address such tasks and challenges are reflected in the laws and regulations
of different jurisdictions. In the Asia region, each country has a different background in terms of history, social and economic institutions,
cultures and traditions, and level of economic development, while at the same time these countries in the region are becoming more integrated
from the perspective of economic activity. Economic activities of enterprises are rarely conducted purely inside one country, and they are often
exposed to and involve cross-border elements. With such a background, we will study legislation policies and the role of laws in different
countries, and strategies for enterprises to navigate in a more and more integrated world.

到達目標
Through a series of case studies in various Asian countries, the course aims to provide students with knowledge and understanding
of: (i) basic legal framework for business, including foreign investment, (ii) legal manner of analysis, and most importantly, (iii) how
to reach a solution for issues and challenges that occur in cross-border transactions.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to the Asian Business Law Class; General Backgound (Japan's Outward Investment Trend in Asia);
Introduction to Law and Basic Legals Systems and Framework for Business in Asia

第2回

Legal Framework for Foreign Investment (Restrictions on Foreign Investment; Protection of Property Rights;
Contract Enforcement and Dispute Resolution)

第3回

Continuation of Legal Framework for Foreign Investment (Government Policy in Emerging Market Countries in
relation to Foreign Direct Investment and Other Issues)

第4回

International Investment Agreements (Definition; Categories; Key provisions, such as national treatment, most
favoured nation, and fair and equitable treatment, compensation and settlement of disputes)

第5回

Case Study by Country 1 (Vietnam: New Entry, Foreign investment restrictions; Unique Regulations; Options for
forms of business establishment)

第6回

Case Study by Country 1 (Vietnam: M&A; Types of Transactions; Transaction stages; Due Diligence; Contract
Negotiaton and Closing)

第7回

Group Exercise 1: Negotiating Cross-Border Joint Ventures

第8回

Case Study by Country 2 (Indonesia: Investment trends; Introduction to the legal framework; Structuring
investment transactions)

第9回

Case Study by Country 3 (Philippines: Introduction to foreign investment laws, including restrictions on foreign
investment; Factors that influence business-related laws; Current developments: Dispute resolution)

第10回

Case Study by Transaction/Industry 1 (Employment Law: Need for employment laws; Employment laws in Japan
and in Asia and some case analysis)

第11回

Case Study by Transaction/Industry 2 (Environmental Law: Definition of terms; Laws relating to pollution, waste
management recycling, preservation/biodiversity; Global issues; Legal remedies available)

第12回

Case Study by Transaction/Industry 3 (Issues faced by a multinational corporation: Legal risk assessment and
Culture of Integrity/Introduction to U.S. Foreign Corrupt Practices Act)

第13回

Group Exercise 2: Negotiating Cross-Border Transactions

第14回

Other Asian countries/issues/Q&A

第15回

Summary and synthesis

授業計画コメント
Several guest speakers from different jurisdictions will be also invited. Course schedule is subject to modification depending upon
availability of guest lecturers and other factors.
授業方法
Interactive. Active participation is welcomed.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Reading materials will be assigned before the lectures. I expect approximately two hours for preparation and one hour for review.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
60 ％
中間テスト
レポート
20 ％ Reaction Paper (one)
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Attendance rate and active participation will count
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Brief feedback to reaction papers

講義コード

U510502101

科目ナンバリング

科目名

International Comparison of Law and Society

英文科目名

International Comparison of Law and Society

担当者名

紙谷 雅子

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 １時限 西２－３０１

配当年次

051A365

学部 ３年～４年

授業概要
We are accustomed to see structures of government organizations being classifed into three powers --- legislative, administrative or executive,
and judicial --- and allocated into three separate branches, each monitoring and checking so that others may not become absolute and each
coordinating with others so that all powers be balanced. Yet, this separation and check-and-balance theory only emerged in modern times.
Historically, law-makers may have governed the process but did not dominate the meaning of law. There are various factors which influenced the
evolution of laws and legal systems, among which education of jurists, formation of legal professionals and circulation of legal ideas and models
are essential. Our analysis will be based upon case studies of different laws and legal systems. The course will be co-taught by two instructors.

到達目標
Acquire a working knowledge and perspective on the interaction between legal system and society; familiarize oneself with different
methodologies of comparison; and learn to be sensitive to justice, fairness and rule of law.
授業内容
実施回

内容

第1回

Comparison of Law
Mathias Reimann, Comparative Law and Neighbouring Disciplines (2012)

第2回

Mapping the World
Matthias M. Siems, Mapping the World’s Legal Systems (2014)
Konrad Zweigert and Hein Koetz, The Method of Comparative Law (1998)

第3回

Legal Tradition
H. Patrick Genn, A Concept of Legal Tradition

第4回

Legal Culture
David Nelken, Defining and Using the Concept of Legal Culture

第5回

Comparative Law and National Legal Systems
Jan M. Smits, Comparative Law and Its Influence on National Legal Systems (2015)

第6回

The Core of Legal Systems
Rudolf B. Schlesinger, The Common Core of Legal Systems (1961)

第7回

Legal Transplants
Alan Watson, Introduction to Legal Transplants (1974)

第8回

Legal Transplants are Impossible
Pierre Legrand, The Impossibility of “Legal Transplants”’ (1997)

第9回

Legal Translation?
Maximo Langer, From Legal Transplants to Legal Translations (2004)

第10回

Transplanting Plea Bargaining
Maximo Langer, From Legal Transplants to Legal Translations (2004)

第11回

Privacy and Culture
James Q. Whitman, The Two Western Cultures of Privacy (2004)

第12回

Across the Pond
Shael Herman, A Clear case of Tort Gone Wrong (2013)

第13回

Mixed Jurisdictions
William Tetley, Mixed Jurisdictions
Vernon Valentine Palmer, A Descriptive and Comparative Overview (2012)

第14回

The Best Choice?
Kensie Kim, Mixed Systems in Legal Origins Analysis (2010)

第15回

Law and Society Compared?

授業方法
Classes will be conducted on socratic method. Students are required to attend classes well-prepared.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There will be reading materials for each session and students are expected to familiarize with these materials. It would take about
120 minuted.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
85 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
The key point is to understand different approaches to comparison and which will explain different phenomena consistently.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students are required to produce a tentative draft which shall be returned with comments and suggestions for final submission.
教科書コメント
Reading materials will be distributed.

講義コード

U510503101

科目名

International Trade Law

英文科目名

International Trade Law

担当者名

小塚 荘一郎

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 １時限 西２－４０１

科目ナンバリング

051A366

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
This course provides an overview of laws and rules that govern the international trade, recently often referred to as transnational commercial
law, from the perspective of businesspersons. In particular, we will discuss some topics regarding laws on international sale of goods, carriage of
goods by sea as well as air, international payment and settlement, distribution agreements, and resolution of conflicts through international
litigation and arbitration. Since these instruments are written in English, the class will be conducted in English. However, for Japanese students,
books and articles written in Japanese will also be mentioned in the class.

到達目標
The goal of this course is to understand the structure of (private) laws governing the international trade (transnational commercial
transactions), which is a“must-know” for international business persons.
授業内容
実施回

内容

第1回

General introduction

第2回

Basics of international (transnational) law

第3回

Dispute settlement (1): Conflict of Laws

第4回

Dispute settlement (2): International Commercial Arbitration

第5回

Dispute settlement (3): International Civil Procedure

第6回

Multinational enterprise (strategies for doing business globally)

第7回

International Sales (1): WTO and trade agreements

第8回

International Sales (2): CISG in general

第9回

International Sales (3): individual issues under the CISG

第10回

Transportation (1): trade terms

第11回

Transportation (2): carriage of goods and bill of lading

第12回

Financing (1): Bill of exchange and promissory note

第13回

Financing (2): Letter of credit

第14回

Global rulemaking of transnational commercial law

第15回

Summing up

授業方法
The lecturer offers a brief introduction to the subject of the day, followed by questions to be discussed by the students. The class
is offered primarily in English, but after some time, students can ask for a follow-up in Japanese.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are required to read the materials in advance. It will take 30 minutes to a few hours, depending on the capability in
English.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
50 ％
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
The exam evaluates whether the student identifies legal issues of transnational business and understands what kind of law governs
them. This counts for 50 percent of the mark. The remaining 50 percent evaluates whether the student actively participates in the
discussions in the class.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The feedback is given during the class, through discussions between the teacher and students.
教科書
International Business Law:Text, Cases, and Readings,Ray August et al,Pearson International,Sixth

edition,2012,9780273768616
参考文献
ケースで学ぶ 国際企業法務のエッセンス,森下哲朗ほか,有斐閣,2017,978-4-641-04679-5

講義コード

U510504101

科目ナンバリング

科目名

Intellectual Property Rights in the Global Market

英文科目名

Intellectual Property Rights in the Global Market

担当者名

澤田 悠紀

単位

2

時間割

集中（通年） その他 集中講義

配当年次

051A368

学部 ３年～４年

授業概要
This course explores a diverse array of intellectual property disciplines. We will examine the global functioning of intellectual
property mechanisms, paying special attention to human rights, economic regulation, and development. No previous knowledge of
law is required.
到達目標
Fostering critical thinking on global intellectual property issues through lectures and classroom discussions.
授業内容
実施回

内容

第1回

Property and “Intellectual” Property

第2回

Patent #1 Drug Patent and Access to Medical Treatment

第3回

Patent #2 Tribal Traditional Knowledge and International Commerce

第4回

Patent #3 Plant Genetic Resources and Food Security

第5回

Patent #4 Innovation and Diffusion of Environmentally Sound Technology

第6回

Patent #5 Human Genome “Ownership” and Bioethics

第7回

Copyright #1 Expressions and Freedom of Speech

第8回

Copyright #2 Public Domain

第9回

Copyright #3 Traditional Cultural Expressions and International Commerce

第10回

Copyright #4 Moral Rights

第11回

Copyright #5 Digital Technology and the Internet

第12回

Trademark Law and Unfair Competition Law

第13回

Geographical Indications and Global Agriculture

第14回

Fair Use

第15回

Review and Summary

授業方法
Lectures and discussions. Everyone should be ready to speak up in English.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Read the assigned texts and do background research on your own.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given in class.
履修上の注意
Students should never act as passive recipients of knowledge. Make your participation meaningful.

講義コード

U510600101

科目名

ミクロ経済学（国際社会科学科）

英文科目名

Microeconomics

担当者名

伊藤 匡

単位

2

時間割

第１学期 月曜日 ３時限 中央－３０２

科目ナンバリング

051A107

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
国際標準的なミクロ経済学を授業。ミクロ経済学は、経済学の様々な分野の基礎となるものであるため、この授業は経済学を身につ
けようとする学生にとって重要な第一歩となる。授業では、合理的な経済主体の行動、それらが交わる市場、市場メカニズムによる社
会の厚生最大化、市場メカニズムが上手く働かない状況、について学ぶ。更には、税制、生産要素市場（労働と資本）などについて
学ぶ。
到達目標
国際標準のミクロ経済学を習得する。消費者及び生産者の行動、市場の役割、市場の失敗と政府の役割などにつき、現代経済学の
基礎を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

経済学とは（経済学は役に立つのか）

第2回

合理的経済主体（経済学の十大原理）

第3回

需要と供給（市場はどのように機能するか）

第4回

弾力性とその応用

第5回

需要と供給（市場と厚生）

第6回

生産者理論（生産の費用）

第7回

競争市場における企業

第8回

独占市場

第9回

価格差別と広告

第10回

寡占市場と厚生（ゲーム理論導入）

第11回

外部性

第12回

公共財と共有資源

第13回

情報の非対称性

第14回

ミクロ経済学の新分野

第15回

纏め

授業計画コメント
授業の進行状況により若干ながら内容を変更する可能性がある。
授業方法
講義形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回の講義の復習を次の講義までにすること（60分～90分程度）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
100％ 文科省の指導に則り、出席回数が3分の2に満たない履修者
は試験を受けても単位取得に至らない。
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
文科省の指導に則り、授業に3分の2以上出席した履修者のみ単位取得可。学期末試験（第１学期）：100％。 試験の点数に加えて、
授業中の質問及び問いかけに対する発言に対しボーナスポイントを付与する。相対評価とする。詳細については、初回講義時に説
明する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業及びMoodle上にてフィードバックする。

教科書コメント
特定の教科書はない。
参考文献
Principles of Microeconomics,N.Gregory Mankiw,Cengage Learning、他
マンキュー経済学,N・グレゴリー・マンキュー,東洋経済新報社
参考文献コメント
どの版でも良い。
履修上の注意
出席が必須です。欠席が多くなる方、授業に集中できない方の受講は固くお断りします。
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510601101

科目名

社会科学のためのデータ分析

英文科目名

Introduction to Data Analysis

担当者名

乾 友彦

単位

2

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南２－２００

科目ナンバリング

051A108

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
社会科学の分析において、実際の社会事象に関連するデータを用い、各種の社会科学の理論を検証することが必須となっている。
この検証における代表的な統計的手法は、回帰分析であり、この授業において、回帰分析の理論的背景を学んだ上で、エクセルを
用いて実際の経済社会データを使用して回帰分析を適用する方法、その結果を解釈する能力を修得する。加えてデータの取得方
法、レポートの書き方についても学ぶ。各自の関心をもつ経済社会活動についてのデータを取得し、その実証分析のレポートを作成
することを最終目標とする。
到達目標
実際のデータを使用してデータの整理、回帰分析を行い、その分析の結果に社会科学的な解釈を与え、レポートを作成することを目
標とする。
授業内容
実施回

内容

第1回

授業のねらい：データ分析を学習する目的

第2回

データに親しむ：データの入手、探索、利用上の注意

第3回

データの整理：和記法、データの整理、データの中心

第4回

データの整理：データのばらつき、分布、ヒストグラム

第5回

データの加工：価格指数、デフレータ等各種指数の学習

第6回

データの関係：相関分析、散布図

第7回

単回帰分析：基準化変量・偏差値・分布の学習

第8回

単回帰分析：統計的推論、ｔ検定の学習

第9回

実証分析の進め方、モデル、仮説の設定、レポートの書き方

第10回

多重回帰分析：多重回帰モデルの基本的な性質、実例による学習

第11回

多重回帰分析：F検定、決定係数

第12回

多重回帰分析：多重回帰分析の解釈、多重共線性の学習

第13回

多重回帰分析の拡張：定数項ダミーを用いた分析、係数ダミーを用いた分析

第14回

理解度の確認

第15回

到着度確認

授業方法
板書とPCプロジェクターを使用したパワーポイント資料を使用して授業を行う
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
講義で解説した分析手法を、データをISS Moodleからダウンロードして、エクセルによって分析する課題提出を、原則毎回の授業に
おいて課す（約1時間）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
80 ％ 分析方法とその結果の解釈について評価する
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ 宿題の提出状況を評価する。
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
学期末試験の模範解答をISS Moodleを通じて公開する。
教科書
データ分析をマスターする12のレッスン,畑農鋭矢・水落正明,有斐閣,第1,2017,9784641221031
参考文献
入門 計量経済学－Excelによる実証分析ガイド－：経済学叢書 Introductory,山本拓・竹内明香,新世社,第
1,2013,9784883841981

履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510602101

科目名

マクロ経済学（国際社会科学科）

英文科目名

Macroeconomics

担当者名

柏木 昌成

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ３時限 中央－３０２

科目ナンバリング

051A109

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
この授業はマクロ経済学の入門コースである。この授業ではマクロ経済学の基本的な諸概念と理論を体系的に修得し、最近の日本
経済および国際経済の動向をマクロ経済学的な視点から捉える能力を身につけることを目標とする。また、データを重視し、現実経
済に対する問題意識を高めることに主眼を置く。取り扱うテーマは、国民所得統計、消費と投資、貨幣の需要と供給、IS-LM分析など
である。授業は講義形式で行う。指定教科書に基づいて授業するが、適宜新聞記事や関連するトピックのデータを紹介する。
到達目標
マクロ経済学の基本概念を修得する。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション

第2回

国内総生産（1）三面等価の原則

第3回

国内総生産（2）名目と実質、景気循環

第4回

消費と貯蓄（1）ケインズ型消費関数、ライフサイクル仮説

第5回

消費と貯蓄（2）恒常所得仮説、流動性制約

第6回

設備投資と在庫投資（1）ストックとフロー

第7回

設備投資と在庫投資（2）新古典派の投資理論

第8回

金融と株価（1）企業の資金調達

第9回

金融と株価（2）株価の決定理論

第10回

貨幣の需要と供給（1）貨幣需要関数

第11回

貨幣の需要と供給（2）利子率の決定理論

第12回

乗数理論とIS-LM分析（1）乗数理論

第13回

乗数理論とIS-LM分析（2）IS-LM分析

第14回

経済政策の有効性

第15回

総括

授業方法
講義形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
講義内容の復習と併せて指定教科書を熟読し問題演習に取り組むこと。（2時間）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
80 ％
中間テスト
20 ％
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
上記により算出した評点よりも学年末試験の得点を100点満点に換算したものの方が高い場合は、後者を成績評価に用いる。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
フィードバックはMoodle上に掲載する。
教科書
マクロ経済学・入門,福田慎一・照山博司,有斐閣,第5版,2016,9784641220669
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他

本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510603101

科目名

グローバル経済論

英文科目名

Introduction to the Global Economy

担当者名

伊藤 元重

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 ３時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A110

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
この授業ではグローバル経済について、実例を中心に解説するとともに、その学習を通じて国際経済学の考え方にも触れてもらう。
具体的には、貿易や投資のメカニズム、為替レートの変動、企業の国際活動、通商交渉、地球環境問題、経常収支の動きなどにつ
いて言及する。日本経済の日々の動きがいかにグローバル経済とつながっているかについても論じる。
到達目標
グローバル経済の基本的な見方を習得すると同時に経済学的な考え方に触れる。
授業内容
実施回

内容

第1回

序論 グローバル経済でいま起きていること

第2回

為替レートをめぐる動き

第3回

通貨制度を理解する

第4回

景気の国際的波及

第5回

国際収支とは

第6回

保護主義と自由貿易主義

第7回

通商制度と日本経済

第8回

経済連携協定の動き

第9回

企業のグローバル活動

第10回

アジア経済

第11回

欧州経済

第12回

途上国経済

第13回

グローバル経済の中での日本の課題（1）：貿易や投資に関して

第14回

グローバル経済の中での日本の課題（2）：マクロ経済政策と国際金融に関して

第15回

まとめ

授業計画コメント
授業のはじめに各回のもう少し詳しい内容を提示する。
授業方法
講義形式
準備学習（予習・復習）
毎週教科書を丁寧に読んでくること（各講義について1時間程度）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
30 ％ 教科書と授業の内容を確認する短時間の小テストを複数回を
行う。
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
小テストで授業の理解を確認してもらう。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
小テストと学期末試験のフィードバックは、授業またはMoodleを利用しておこなう。
教科書
どうなる世界経済 入門国際経済学,伊藤元重,光文社新書,2016,9784334039516
その他
連絡はメールによる

講義コード

U510604101

科目名

統計学（国際社会科学科）

英文科目名

Statistics

担当者名

佐藤 秀保

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ５時限 南２－２００

科目ナンバリング

051A115

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
この授業では、初めて統計学を学ぶ学生を対象に、データ解析・統計学の考え方と実際について、その基本事項を解説する。対象
は文理を問わない。専門課程で諸科学を学ぶ際に特に重要な役割を果たす、確率分布（＝現象のモデル化）、独立同一分布性（＝
同一条件の下での繰り返し実験）、統計的推測（＝データから母集団への推論）の考え方を理解することに焦点を当てる。
到達目標
記述統計ではデータの特徴を表す統計学の諸概念とその応用，推測統計では統計学における推定と検定に関する基礎知識・技術
を身につけることを目標とする．
授業内容
実施回

内容

第1回

ガイダンス：本授業について，統計学について，PC・エクセル操作演習

第2回

記述統計Ⅰ：データの種類と比率（pp.2-19）

第3回

記述統計Ⅱ：度数分布とヒストグラム（pp.20-23），ローレンツ曲線とジニ係数

第4回

記述統計Ⅲ：記述統計量（pp.24-33）

第5回

記述統計Ⅳ：相関（pp.34-39）

第6回

推測統計Ⅰ：母集団と標本（pp.72-93）

第7回

推測統計Ⅱ：確率変数と分布（pp.54-71）

第8回

推測統計Ⅲ：点推定（pp.94-99）

第9回

推測統計Ⅳ：区間推定（pp.104-109）

第10回

推測統計Ⅴ：検定①（pp.116-119, 126-127）

第11回

推測統計Ⅵ：検定②（pp.127-129, 120）

第12回

推測統計Ⅶ：検定③（pp.134-139）

第13回

回帰分析Ⅰ（pp.40-43）

第14回

回帰分析Ⅱ（pp.144-153）

第15回

総括

授業計画コメント
欠席した場合はアップロードされる資料とテキストの該当範囲を読むことで欠席回の内容を学習すること．
授業方法
講義形式が主だが適宜，問題の演習やPC操作による演習を行う．
準備学習（予習・復習）
予習：テキストの該当ページに目を通すこと（15分）
復習：授業内容を復習すること（45分）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
60 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ 復習問題を2回課す（15%×2回）
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ 出席
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
定期試験は復習問題をベースに作成予定であるため，よく復習すること．
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業内の演習では授業内で解説を行う．レポート（復習問題）は採点後に解答・解説を配布し重要点は授業内でとりあげる．
教科書
よくわかる統計学Ⅰ基礎編：やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ,金子治平・上藤一郎編,ミネルヴァ書房,2,2011,978-4623-06111-2
参考文献コメント
ほか，適宜資料を配布予定．

講義コード

U510605101

科目名

社会科学のための数学

英文科目名

Mathematics for Social Science

担当者名

小坂 賢太

単位

2

時間割

第１学期 金曜日 ３時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051A116

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
この授業では、微分の基礎について学ぶ。(1)まずは、(ある程度)フォーマルに定義し、(2)その理解のために直感的な意味（たとえば
幾何的な意味や解析的な意味）を与え、(3)経済学でそれに対応した概念を説明するという3つの手順で説明をする。その上で、計算
演習に加え、簡単なモデルを設定し、経済学における応用の中で、実際の解き方を学ぶ。1変数関数の微分、高階の微分、多変数
関数の全微分と偏微分、指数関数・対数関数の微分を扱う。
到達目標
指数・対数を理解すること、微分、偏微分について理解すること、微分、偏微分を経済学でどのように用いるのかについて知ること。
授業内容
実施回

内容

第1回

オリエンテーション

第2回

指数、対数１

第3回

指数、対数２

第4回

小テスト（１）

第5回

微分１ （2次関数、有理数乗の微分）

第6回

微分の応用１

第7回

微分の応用２

第8回

微分2 (積・商の微分、合成関数の微分、指数関数・対数関数の微分）

第9回

微分3 (積・商の微分、合成関数の微分、指数関数・対数関数の微分）

第10回

微分の応用３

第11回

小テスト（２）

第12回

偏微分

第13回

偏微分の応用１

第14回

偏微分の応用２

第15回

テスト

授業方法
講義形式で行う。講義内容はすべて板書する。授業中に問題演習や小テストを行い、理解度を確認する。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
開講前：時間があれば中学、高校の数学の教科書などを読み準備すること。
開講後：数学が苦手な人は事前に30分程度予習し、1時間半程度の復習をおこなうこと。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
60 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
40 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
筆記テストを行い点数で評価する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
小テストは授業中に解説する。
教科書
これから経済学をまなぶ人のための数学基礎レッスン,西森晃,日本経済評論社,2012,9784818822429

講義コード

U510700101

科目名

国際貿易論

英文科目名

International Trade

担当者名

伊藤 匡

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 １時限 中央－３０２

科目ナンバリング

051A207

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
国際標準的な国際貿易論を講義。国際貿易の歴史と現在の貿易構造を概観した後、貿易が社会にとってどうして役に立つのかにつ
き、リカルドモデルやヘクシャーオーリンモデルといった基礎的な理論枠組みを通じて理解し、その後新貿易理論や多国籍企業、生
産工程の分業化などについて学ぶ。また、戦略的貿易政策や経済地理学についても講義する。出席が必須です。欠席が多くなる
方、授業に集中できない方の受講は固くお断りします。
到達目標
国際標準的な国際貿易論を習得する。世界経済の現状及び主要な国際貿易理論を習得することによって、グローバル化した国際経
済を科学的に見る目を養う。
授業内容
実施回

内容

第1回

経済のグローバル化概観:国際経済学で何を学ぶのか？

第2回

国際貿易の歴史と現在の貿易構造概観

第3回

リカルドモデル1 （生産可能曲線と貿易）

第4回

リカルドモデル2 （貿易と均衡価格）

第5回

ヘクシャー・オーリンモデル1 （賦存量の差異と比較優位）

第6回

ヘクシャー・オーリンモデル2 （貿易と貧富格差）

第7回

新貿易理論1 （収穫逓増と貿易からの利益）

第8回

新貿易理論2 （相互ダンピング、外部収穫逓増モデル）

第9回

貿易政策1 （関税、輸入数量制限、自主的輸出数量制限）

第10回

貿易政策2 （特恵貿易協定）

第11回

Home market effect （国内市場効果）

第12回

経済地理学

第13回

生産要素の移動 （多国籍企業）

第14回

生産工程の分業化、付加価値貿易

第15回

纏め

授業計画コメント
学生の理解度により、講義内容を若干変更することがある。
授業方法
講義形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
予習は必要ないが、毎回の講義の復習を60～90分程度行うこと。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
100％ 文科省の指導に則り、出席回数が3分の2に満たない履修者
は試験を受けても単位取得に至らない。
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
文科省の指導に則り、授業に3分の2以上出席した履修者のみ単位取得可。学期末試験（第１学期）：100％。 試験の点数に加えて、
授業中の質問及び問いかけに対する発言に対しボーナスポイントを付与する。相対評価。詳細については、初回講義時に説明す
る。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中及びMoodleにてフィードバックする。

教科書コメント
特定の教科書はないが、下記が参考書籍である。どの版でもよい。
参考文献
International Economics Theory and Policy,Krugman, Obstfeld, Melitz,Pearson
グルーグマンの国際経済学 理論と政策 上 貿易編,クルーグマン,ピアソン
参考文献コメント
どの版でもよい。
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510701101

科目名

経済成長論

英文科目名

Economic Growth

担当者名

乾 友彦

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 １時限 南２－２００

科目ナンバリング

051A208

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
生産関数の基本を復習して、マクロ経済学における古典的なソロー型成長モデルを使用して成長理論の基本を学習する。その上
で、成長の重要な要因となる生産性に関して、その計測方法，その決定要因を当該分野における代表的な文献を通じて学習する。
各国経済の実際のデータを使用した分析を紹介しながら、分析手法を修得する。また、課題分析に必要となる各国のデータの入手
方法についても解説する。
到達目標
ソロー型成長モデルを基本にして、人口成長、人的資本、生産性・技術、国際経済が経済成長に与える影響を学習する。経済成長
論についての基礎知識を習得し、応用問題に取組むことができるようになる。
授業内容
実施回

内容

第1回

授業のねらい

第2回

経済学における生産関数の基本的な性格について学習

第3回

データの読み方、微分の復習

第4回

経済成長の諸要因（１）：ソロー型成長モデルにおける資本の役割

第5回

経済成長の諸要因（3）：ソロー型成長モデルと所得格差

第6回

経済成長の諸要因（4）：ソロー型成長モデルと貯蓄

第7回

経済成長の諸要因（５）：人口成長とソロー型成長モデル

第8回

人口成長の規定要因

第9回

今後の人口、高齢化が経済成長に与える影響

第10回

人的資本と経済成長

第11回

教育投資の効果、経済成長に与える影響

第12回

生産性の計測方法、発展会計

第13回

経済成長の要因分解、成長会計

第14回

理解度の確認

第15回

到達度確認

授業方法
板書とPCプロジェクターを使用したパワーポイント資料を使用して授業を行う。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
授業時に予習に必要な教科書のページの指示、関係資料の配布をするので、この資料をよく読んで授業に臨むこと（約1時間）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
学期末試験については、ISS Moodle上で模範解答と解説を掲載する。
教科書
Economic Growth,David N. Weil,Pearson International Edition,Third Edition Edition,2013,9780273769293
参考文献
日本経済論：Next 教科書シリーズ,稲葉陽二・乾友彦・伊ケ崎大理,弘文堂,2012,9784335002007
生産性と日本の経済成長,深尾京司・宮川努編,東京大学出版会,2008,9784130402378
日本経済論：史実と経済学で学ぶ,櫻井宏二郎,日本評論社,1,2018,9784535557208
履修上の注意

第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
履修にあたり、「マクロ経済学（国際社会科学科）」、「ミクロ経済学（国際社会科学科）」を単位修得していることが望ましい。
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510702101

科目名

国際金融論（国際社会科学科）

英文科目名

International Finance

担当者名

柏木 昌成

単位

2

時間割

第１学期 金曜日 ４時限 中央－４０１

科目ナンバリング

051A209

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
この授業は国際金融の基礎コースである。この授業では国際金融に関わる諸問題を理解するための基本的知識の修得を目指し、こ
の授業の履修を通じて国際金融についての新聞記事等を主体的に読むことができるようになることを目標とする。授業では特に国際
金融の仕組みと制度的枠組みに重点を置く。取り扱うテーマは、外国為替相場、外国為替市場、国際収支、国際通貨制度などであ
る。授業は講義形式で行う。指定教科書に基づいて授業するが、適宜新聞記事や関連するトピックのデータを紹介する。
到達目標
国際金融の基本概念を修得すること。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション

第2回

金融市場と金融取引

第3回

銀行の機能と外国為替の仕組み

第4回

外国為替相場と経済活動

第5回

国際収支統計

第6回

外国為替市場

第7回

為替リスク

第8回

変動相場制と固定相場制

第9回

裁定と一物一価の法則

第10回

購買力平価

第11回

金利平価

第12回

為替介入

第13回

為替介入の効果

第14回

国際通貨制度

第15回

総括

授業方法
講義形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
講義の復習と併せて指定教科書を熟読し課題や練習問題に取り組むこと。（2時間）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
80 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
上記により算出した評点よりも学期末試験の得点を100点満点に換算したものの方が高い場合は、後者を成績評価に用いる。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
フィードバックはMoodle上に掲載する。
教科書
はじめて学ぶ国際金融論,永易淳・江阪太郎・吉田裕司,有斐閣,2015,9784641150249
参考文献
入門テキスト 金融の基礎,藤木裕,東洋経済新報社,2016
履修上の注意

第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
履修要件とはしないが、「マクロ経済学」の単位を修得していることが望ましい。
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510703101

科目名

経済政策論

英文科目名

Economic Policy

担当者名

伊藤 元重

単位

2

時間割

第１学期 月曜日 １時限 西２－４０１

科目ナンバリング

051A210

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
日本政府が現実に取り組んでいる政策を一つひとつ具体的に取り上げる。それによって経済政策の中身を知るだけでなく、日本経
済やグローバル経済をより深く理解することになるだろう。取り上げる政策としては、財政・金融政策のようなマクロ経済政策、規制緩
和や税制のようなミクロレベルでの政策、そして為替政策や通商政策のような国際経済関連の政策も取り上げる。
到達目標
経済政策について幅広い知識を習得し、経済学的な見方を深める。
授業内容
実施回

内容

第1回

はじめに 経済政策とは

第2回

マクロ経済政策の基本的な構造

第3回

金融政策（1）：伝統的な金融政策

第4回

金融政策（2）：デフレ脱却と日本の金融政策

第5回

財政政策と景気刺激

第6回

財政健全化と財政破綻

第7回

社会保障政策

第8回

労働市場改革と雇用

第9回

産業政策

第10回

通商政策と貿易摩擦

第11回

為替レート変動とマクロ経済

第12回

独占禁止法と競争政策

第13回

気候変動問題と環境政策

第14回

地方経済振興と財政

第15回

まとめ

授業計画コメント
より詳しい授業計画は講義の最初に提示する。
授業方法
講義形式
準備学習（予習・復習）
教科書とMoodleを通じて配布する資料をあらかじめ読んでおくこと（各講義について１時間程度）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
30 ％ 教科書と授業の内容を確認する短時間の小テストを複数回を
行う。
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
小テストで授業の内容の理解を確認する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
小テストと学期末試験のフィードバックは、授業またはMoodleを利用しておこなう。
教科書
はじめての経済学上下,伊藤元重,日本経済新聞社,2004,4532110149
その他
連絡はメールによる

講義コード

U510704101

科目名

ゲーム理論（国際社会科学科）

副題

ゲーム理論入門

英文科目名

Game Theory

担当者名

神戸 伸輔

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A214

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
国際社会は複雑な人間関係からなっているとみなすこともできる。複雑な関係を理解する上で、欠かせないのが、必要最小限の要素
に絞って、現実を客観的に分析することである。ゲーム理論はそのためのツールである。この授業では、ツールとしてゲーム理論を使
えるように、その手法を学ぶ。基本的な概念や、分析方法を例を通して学ぶことで、ゲーム理論を使えるようにする。
到達目標
ゲーム理論の基本的な概念といくつかの応用例を学び、ゲーム理論を使って現実の社会現象を説明できるようになる。
授業内容
実施回

内容

第1回

ゲーム理論とは

第2回

ゲームとは何か

第3回

ゲーム理論による定式化

第4回

ゲーム理論による予測

第5回

混合戦略

第6回

競争と協調：ゼロサムゲーム

第7回

競争と協調：協調ゲーム、男女の争い、囚人のジレンマ

第8回

ベイジアンゲームとオークション

第9回

展開形について

第10回

サブゲーム完全均衡

第11回

動学的な駆け引き

第12回

繰り返しゲームと評判

第13回

情報の経済学について

第14回

シグナリングについて

第15回

理解度の確認

授業方法
講義形式による。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
授業中に配布した資料について読んでくる（約30分）
授業中に配布したクイズについて解いてみる（約30分）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
90 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
10 ％ ミニテストを2回行う
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
ゲーム理論の基本的な概念が理解できたかを確認するとともに、ゲーム理論を応用する力を測る。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
フィードバックとして、ミニテストの解答は講義中に説明し、学習の進捗を確認する。また、学期末試験については、点数を個別に通
知するとともに、模範解答を学内で公開し、学生が理解度を確認できるようにする。
教科書
入門 ゲーム理論と情報の経済学,神戸 伸輔,日本評論社,2004,9784535554146

講義コード

U510705101

科目名

International Economics

英文科目名

International Economics

担当者名

伊藤 匡

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 １時限 中央－３０２

科目ナンバリング

051A257

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
To understand an English textbook on the Globalised world economy written by economist. Students are to read through the
relevant part of the textbook before coming to each lecture with the minimum understanding of 60 percent of its contents. In
lectures, lectures are to slowly explain the contents with emphasis on key words and concepts. The lecture contents are subject to
be shortened depending on the level of understanding of students and the time constraint.
到達目標
By reading through an English textbook on the Globalised world economy written by economist, students are expected to learn the
basics of international economics and simultaneously strengthen the capability to handle English language
授業内容
実施回

内容

第1回

Windows of the World Economy (Textbook Chapter 1)

第2回

Absolute advantage (Textbook Chapter 2)

第3回

Comparative advantage (Textbook Chapter 3)

第4回

Intra-Industry trade (Textbook Chapter 4)

第5回

The Political Economy of Trade (Textbook Chapter 5)

第6回

Trade Policy Analysis 1: Trade Policy Measures (Textbook Chapter 6)

第7回

Trade Policy Analysis 2: Welfare (Textbook Chapter 6)

第8回

The World Trade Organization (Textbook Chapter 7)

第9回

Preferential Trade Agreement (Textbook Chapter 8)

第10回

Foreign Market Entry and International Production (Textbook Chapter 9)

第11回

Foreign Direct Investment and Intra-Firm Trade (Textbook Chapter 10)

第12回

Managing International Production (Textbook Chapter 11)

第13回

Migration (Textbook Chapter 12)

第14回

Exchange Rates and Purchasing Power Parity (Textbook Chapter 14)

第15回

Summary

授業計画コメント
Number of chapters covered may be reduced depending on students' understanding of the materials.
授業方法
Lectures
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to read the relevant chapters before coming to class. 20 copies of the textbooks are available in the Houkei
Tosho Centre Library.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
100％ Following the guidance of the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology, those students
who attended more than two-thirds of classes can get a
credit.
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Following the guidance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, those students who attended more
than two-thirds of classes can get a credit. End-term examination (1st term)：100％. On top of the exam score, students can gain
bonus points by their participation into the class in terms of questions/answers. This course takes an absolute evaluation. Further
details to be announced in the first class.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback are provided in classes and through Moodle.
教科書
AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL ECONOMICS New Perspectives on the World Economy,Kenneth A.
Reinert,Cambridge University Press
教科書コメント
20 copies of the textbooks are available in the Houkei Tosho Centre Library.
履修上の注意
This course is intended to be linked to English course of "Economics in the World", but there is no tight link. Whereas
"Economics in the world" is a required course, this course is required-elective. Thus, those who donot have a commitment to
learn scientific analyses or not interested in Economics should not take this course.
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510706101

科目名

Productivity and Efficiency Analysis

英文科目名

Productivity and Efficiency Analysis

担当者名

乾 友彦

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 １時限 南２－２００

科目ナンバリング

051A258

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
The aim of the course is to provide an overview of productivity and efficiency analysis using standard economic theory. In order to estimate the
productivity and efficiency, students are required to study the microeconomic theory of production function. In addition, students are required to
acquire the basic knowledge on econometrics, and to estimate TFP and efficiency by using actual data. More specifically, students are asked to
estimate TFP by using the Japanese Industry Productivity database and statistical software such as Eviews. This course provides the basic
analytical framework for understanding the difference of economic developments across countries.

到達目標
The aim of the course is to provide necessary knowledge to conduct the productivity and efficiency analysis using economic data.
授業内容
実施回

内容

第1回

Aim of the class: Introduction of the course

第2回

Review of Production Economies: Concept of Production Function

第3回

The Basic Solow Model

第4回

Technology and the Solow Model

第5回

Measuring Productivity

第6回

Growth Accounting and the Productivity Slowdown

第7回

The Solow Model with Human Capital

第8回

The Determinants of Total Factor Productivity

第9回

Efficiency (1):Differences in Efficiency

第10回

Efficiency (2):Types of Inefficiency

第11回

Practice for the TFP estimation (1): Overview of Japan Industry Productivity data base

第12回

Practice for the TFP estimation (2): Introduction of E-views

第13回

Practice for the TFP estimation (3): Estimation of TFP by Japanese industry by using E-views

第14回

Summing up

第15回

Independent research

授業方法
The lecture will be delivered by mainly using Powerpoint presentation materials.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
The lecture notes and the reading materials are uploaded through ISS Moodle system. Students are required to read them to
prepare for each class. (approximately 60 mins.)
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Sample reports of the final reports will be provided through the ISS Moodle system after the examination period.
教科書
Economic Growth,David N. Weil,Pearson,Third,2013,9780273769293
参考文献
Introduction to Economic Growth,Charles I. Jones and Dietrich Vollrath,W.W.Norton and
Company,Third,2013,9780393919172
その他

本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510707101

科目名

International Finance : Theory

英文科目名

International Finance: Theory

担当者名

柏木 昌成

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ４時限 中央－４０１

科目ナンバリング

051A259

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
This course discusses undergraduate-level standard theory of international finance. The course objective is to equip students with a theoretical
framework to analyze issues of international finance. Topics include theory of exchange rate determination, balance of payments, purchasing
power parity, and the Mundell-Fleming model. Given the topics, this course uses a certain level of mathematics, which is explained in class if
necessary. The class introduces not only theory but also related data and newspaper articles. Although the main part of the course is lectures,
problem solving is also incorporated in tutorials, where students are expected to participate in discussions and present their work.

到達目標
To learn basic theory of international finance
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

The global macroeconomy

第3回

Exchange rate essentials

第4回

Arbitrage and spot exchange rates

第5回

Interest parity

第6回

The law of one price

第7回

Purchasing power parity

第8回

Money market equilibrium

第9回

Nominal anchor

第10回

Foreign exchange market equilibrium

第11回

Applications of the asset approach

第12回

Fixed exchange rates and the trilemma

第13回

Balance of payments

第14回

Mundell-Fleming model

第15回

Review and summary

授業方法
Lecture
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are required to read the assigned material and work on exercise questions (two hours).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
80 ％
中間テスト
20 ％
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
The course grade will be based on the higher of (i) Midterm Exam 20% + Final Exam 80% and (ii) Final Exam 100%.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be provided through Moodle.
教科書
International Macroeconomics,Robert Feenstra and Alan Taylor,Worth Publishers
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他

Prerequisite: Students must have taken Macroeconomics.
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U510708101

科目名

Japanese Economy

英文科目名

Japanese Economy

担当者名

伊藤 元重

単位

2

時間割

第２学期 月曜日 １時限 西２－４０１

科目ナンバリング

051A260

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
This course covers various topics on the Japanese economy. Lectures will be provided in Japanese, but English terminologies will be provided at
the same time so that students are given opportunities to have better access to English materials. In this lecture various topics such as
macroeconomic issues, international economic issues, energy and deregulation policies, that is both macro and micro subjects, will be discussed.
The main purpose of this course is to provide introductory survey of the Japanese economy, but it also provides students opportunities to have
access to economic analysis.

到達目標
To understand basic features of Japanese Economy
授業内容
実施回

内容

第1回

Intoroduction

第2回

Postwar economic growth and crash of bubbles

第3回

Macroeconomic aspects of Japanese economy

第4回

Abenomics and departure from deflation

第5回

Labor market

第6回

Financial market and banking sector

第7回

Fiscal policy and fiscal consolidation

第8回

Distribution sector and consumers

第9回

Manufacturing sector

第10回

International trade

第11回

Yen rate and international money

第12回

Innovation and future of Japanese economy

第13回

Aging population and social securities

第14回

Japan in Asian economy

第15回

Concluding comments

授業方法
Lecture in English
準備学習（予習・復習）
Read the materials prepared for the classes (1 hour for each session).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
30 ％ Short tests are given several tilmes.
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Small tests will be provided for confieming the contents of the lectures.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback is given through lectures or moodle.
教科書コメント
Materials will be offered during the classes.
その他
Using e-mail

講義コード

U510800101

科目ナンバリング

科目名

Current Economic Issues in the Global Economy

英文科目名

Current Economic Issues in the Global Economy

担当者名

伊藤 匡

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ２時限 中央－３０２

配当年次

051A357

学部 ３年～４年

授業概要
Discuss issues such as trade dispute settlement at the World Trade Organization, preferential trade agreement, which is currently
hotly debated in Japan, and Euro problem. The lecturer also explains relatively recent topics in international trade, such as the
heterogeneous firms trade model, and the supply chain and value-added. The course also covers issues about the European Union.
到達目標
By the end of the course, students are expected to understand the various current economic issues in the world and learn to
discuss them.
授業内容
実施回

内容

第1回

The happy few: Only a few competitive firms export.

第2回

Trade liberalisation versus protectionism.

第3回

International supply chains and value-added trade

第4回

Good jobs or bad jobs? Evolving sources of valued-added in manufacturing

第5回

China’s rise in the world trade system and its effects on the world economy

第6回

Big government or small government

第7回

Emergence of super-star giant firms and its effects on the world economy

第8回

European Union Part 1: History, Facts and Decision making

第9回

European Union Part 2: Economics of European Union

第10回

Latin American economies: Socialism versus neo-liberalism

第11回

Brexit and its effects on the world economy

第12回

3D printing (additive manufacturing) and its implication to the world economy

第13回

Ageing societies: Economics of the longevity

第14回

Debate on death taxation

第15回

Summary

授業計画コメント
The contents may slightly change.
授業方法
Lectures
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are to read through the lecture notes after each class to better understand the materials.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
100％ Following the guidance of the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology, those students
who attended more than two-thirds of classes can get a
credit.
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Following the guidance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, those students who attended more
than two-thirds of classes can get a credit. End-term examination (1st term)：100％. On top of the exam score, students can gain
bonus points by their participation into the class in terms of questions/answers. This course takes a relative evaluation. Further
details to be announced in the first class.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

Feebacks are provided through the classes or through Moodle.
教科書コメント
No particular textbooks. Some references are to be announced in due course.

講義コード

U510801101

科目ナンバリング

科目名

Globalization, Economic Growth and Income Distribution

英文科目名

Globalization, Economic Growth and Income Distribution

担当者名

乾 友彦

単位

2

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 西２－４０１

配当年次

051A358

学部 ３年～４年

授業概要
The aim of the class is to understand the impact of globalization on the economic growth and income distribution by using the standard economic
analysis. Several aspects of the economic impacts of globalization will be analyzed and discussed in the class. Major themes covered in the class
are international productivity comparison, international technology spillover and catching-up mechanism, international competition and resource
allocation, the effects of ODA on economic development and the impact of globalization on the domestic labor market. The subject matter of
each day will be lectured in the first 50 minutes, then the students will be asked to discuss this and related issues. The necessary material and
data for the discussion is provided in the previous lecture.

到達目標
The aim of the class is to provide the basic knowledge of economic growth theory and understand the impact of globalization on
economic growth and income equality.
授業内容
実施回

内容

第1回

Aim of the class: Introduction of the course

第2回

Solow's Growth Model (1): Role of Capital

第3回

Solow's Growth Model (2): Role of Human Capital

第4回

Development and Growth Accounting

第5回

Measuring Productivity Differences among Countries

第6回

Role of Technology in Economic Growth

第7回

Firm Dynamics and Economic Growth

第8回

Role of ODA on Economic Development

第9回

Efficiency

第10回

Growth in the Open Economy

第11回

Role of Export and Import to Economic Growth

第12回

International Technology Spillover

第13回

Globalization and Income Inequality

第14回

Summing up

第15回

Independent research

授業方法
The lecture will be delivered by mainly using Powerpoint presentation materials.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
The lecture notes and the reading materials are uploaded through ISS Moodle system. Students are required to read them to
prepare for each class. (approximately 60 mins.)
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Model answer of the final examination will be provided through the ISS Moodle system after the examination period.
教科書
Economic Growth,David N. Weil,Pearson,Third,2013,9780273769293
参考文献
The Mystery of Economic Growth,Elhanan Helpman,Belknap Press,2010,9780674046054

講義コード

U510802101

科目名

International Finance: Policy

英文科目名

International Finance: Policy

担当者名

柏木 昌成

単位

2

時間割

第１学期 金曜日 ３時限 中央－４０１

科目ナンバリング

051A359

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
This course discusses policy and topics in international finance, using the theory studied in “International Finance: Theory”. This course aims to
enable students to analyze real-world issues of international finance through a theoretical framework. Topics include international monetary
policy cooperation, exchange rate regimes, optimum currency areas, and currency crises. This course consists of lectures based on the textbook
and discussions on related articles written in English. As for discussions, students are required to read the assigned material in advance and
actively participate.

到達目標
To enable students to analyze real-world issues of international finance through a theoretical framework
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

National and international accounts

第3回

External wealth

第4回

Demand in the open economy

第5回

Goods and Foreign exchange market equilibria

第6回

Money market equilibrium

第7回

Macroeconomic policies in the short run

第8回

Exchange rate regime choice

第9回

Optimum currency areas

第10回

Theory of fixed exchange rates

第11回

Benefits of fixing

第12回

Cooperative and noncooperative policies

第13回

International monetary experience

第14回

Currency crises

第15回

Review and summary

授業方法
Lecture
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are required to read the assigned material and work on exercise questions (two hours).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
80 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
The course grade will be based on the higher of (i) Midterm Exam 20% + Final Exam 80% and (ii) Final Exam 100%.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be provided through Moodle.
教科書
International Macroeconomics,Robert Feenstra and Alan Taylor,Worth Publishers
履修上の注意
Prerequisite: Students must have taken "Macroeconomics" and "International Finance: Theory".

講義コード

U510803101

科目名

International Business

英文科目名

International Business

担当者名

伊藤 元重

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 ３時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A360

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
This course will provide lectures on the behavior of Japanese companies in the global economy and have some class discussions on case studies
of Japanese companies. Knowledge of corporate behavior in the global economy will provide a better understanding of the global economy itself.
Various topics will be discussed in this course such as foreign direct investments, case studies of individual companies, economic institutions
such as economic partnership agreements and taxation system relating overseas corporate activities, exchange rate fluctuation and corporate
response, and so on. In this course, various case study materials will be used for class discussion method.

到達目標
To study various cases (industries) for the context of international business.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction of this course

第2回

Basic Skills 1: International economics

第3回

Basic Skills 2: Business models

第4回

Automobile industry

第5回

Electronics industry

第6回

Retail Business

第7回

Trading Companies

第8回

Banking and finance

第9回

Chemical industry

第10回

Airline

第11回

Information technology industry

第12回

Three chasses are left for additional caces

第13回

same

第14回

same

第15回

Concluding Comments

授業方法
Lectures using some matevials
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Some matevials for reading will be provided in advance
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
30 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Examinationas will be about the matevials in the lectures
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Reading matevials for cases
その他
Using e-mail

講義コード

U510804101

科目名

Game Theory and Negotiation

英文科目名

Game Theory and Negotiation

担当者名

神戸 伸輔

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ３時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A367

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
Negotiating well is one of the most important skills that we need in international society. This lecture studies the rational aspect of
negotiation by applying game theory. Through this lecture, the students are expected to learn how to view negotiation in an
objective perspective and to approach it in a prepared manner. For each topic, the students are asked to conduct mock
negotiation, through which they experience the principle of negotiation at first hand.
到達目標
The students are expected to learn how to use game theory to view negotiation in an objective perspective.
The students are expected to learn how to prepare for negotiation.
授業内容
実施回

内容

第1回

I. Introduction
What is bargaining?

第2回

Review of game theory

第3回

Demand game

第4回

II. Bargaining Power
Take-it-or-leave-it

第5回

Threat point

第6回

Alternating offers

第7回

Commitment

第8回

Nash solution

第9回

III. Delay and failure
Coordination failure and inefficiency

第10回

Disagreement

第11回

IV. Uncertainty
Uncertainty in bargaining

第12回

Screening

第13回

Signalling

第14回

V. Concluding remarks
Real-life examples and further studies

第15回

Review and summary

授業方法
Lecture with occasional in-class practice sessions.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Read the materials distributed during the lecture: 60 minutes each
Write two essays: 120 minutes
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
40 ％
中間テスト
レポート
20 ％ two essays in English
小テスト
10 ％ two in-class quizzes
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ classroom participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
This course is run as a group workshop, including several mock negotiations with fellow students. Full attendance as well as the
participation to those is quite important.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
I will post the answers to the quizzes as well as the exam at the moodle.

I will give comments on the essays either in class or at the moodle.
履修上の注意
Students should be familiar with the method of game theory. They are strongly advised to take game theory (taught in
Japanese) before taking this course.

講義コード

U510900101

科目名

マネジメント論

英文科目名

Introduction to Management

担当者名

鄭 有希

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ３時限 西２－４０２

科目ナンバリング

051A111

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
マネジメントとは何かということから始まり、マネジメントに関するこれまでの代表的な理論を概観する。そして、組織とそれを取り巻く環
境、経営管理との関係を検討する。特に、この授業では、マネジメント論における（1）人間観の変遷、（2）ワーク・モチベーション、及
び（3）国際マネジメントなどのテーマを中心に、基礎的な理論の説明とともに、さまざまな組織における実際の具体例を紹介する。
到達目標
この授業では、組織体の運営の共通であると考えられるマネジメント論を理解するための前提となる基礎的な考え方の修得を目指
す。また、企業の国際化に伴うマネジメント上の問題に対する基礎的理解を得ることを目指す。具体的な到達目標は以下の３点であ
る。
（1）マネジメントの前提となる人間観の変遷から、マネジメント論の展開を説明することができる。
（2）マネジメントの対象であるヒト（従業員）のモチベーションに関するさまざまな理論を説明することができる。
（3）グローバル企業におけるマネジメントの現実を理論的に解釈することができる。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：この授業のねらい、授業方針、成績評価について

第2回

マネジメント論の基本的な考え方及び概念（1）企業におけるマネジメント

第3回

マネジメント論の基本的な考え方及び概念（2）管理階層、マネジメントの機能、管理のサイクル

第4回

テイラーの科学的管理法（1）科学的管理法の背景、内容、及び問題点

第5回

テイラーの科学的管理法（2）科学的管理法の応用

第6回

ホーソン工場実験と人間関係論（1）ホーソン工場実験の背景、内容、及び問題点

第7回

ホーソン工場実験と人間関係論（2）行動科学的アプローチ

第8回

ワーク・モチベーション：内容理論を中心に（1）マズローの欲求階層説、二要因理論

第9回

ワーク・モチベーション：内容理論を中心に（2）内容理論の応用（目標による管理）

第10回

ワーク・モチベーション：過程理論を中心に（1）期待理論

第11回

ワーク・モチベーション：過程理論を中心に（2）過程理論の応用（インセンティブ・システム）

第12回

グローバル企業におけるマネジメントの特徴

第13回

国際マネジメントの理論とケース（1）コマツ（グロバール化の取り組み）

第14回

国際マネジメントの理論とケース（2）プロダクション・アイジー（アニメビジネスを世界へ）

第15回

総括

授業方法
講義形式による授業方法である。しかし、授業中に学生に対して意見を求めたり、質問を投げかけたりするなど、双方向の講義を時
折行うので、学生の積極的な参加が求められる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
（1）授業に関係する事柄に注意して関連文献のほか新聞、雑誌などを読むこと。（約30分）
（2）授業後に配布資料を中心に復習すること。（約30分）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
95 ％ 基礎概念及び専門用語の理解程度の確認
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
5 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
（1）学年末試験の解説・講評をMoodleに掲載する。
（2）授業内で行われるグループディスカッションに対しては、都度授業内でコメントを行う。
教科書コメント
特に指定しない（毎回、講義資料を配布する）。

参考文献
ケースに学ぶ国際経営,吉原英樹ほか,有斐閣,2013,9784641184152
ゼミナール経営学入門,伊丹敬之、加護野忠男,日本経済新聞社,第３版,2003,4532132479
マネジメントの心理学,伊波和恵ほか,ミネルヴァ書房,2014,9784623070565
その他
授業時における携帯電話等の使用（メールを含む）、他の学生の迷惑となる行為（私語、途中出入りなど）は、一切禁止する。その
ような行為に対しては、厳しい態度で臨むと同時に、そのような行為を行った学生には一切単位を認定しない。

講義コード

U510901101

科目名

会計学

英文科目名

Accounting

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ４時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A112

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
この授業では、会計学の基礎概念について学習する。会計の目的を理解し、その目的達成のために、会計制度がどのように設計さ
れているのかを説明する。収支の期間配分、費用配分のバリエーション、 利益の認識と測定、資産・負債の認識・測定や資本会計
について学習し、会計の目的観からそれらの問題をどのように説明できるのかを理解する。また、企業のパフォーマンスを測る純利益
の概念や、企業の財政状態を表す貸借対照表の構成要素についても学習する。適宜、多国籍企業のケースを取り上げながら、基本
的な決算書分析についても理解する。
到達目標
企業会計に関する正しい知識とスキルを身につける。
授業内容
実施回

内容

第1回

はじめに

第2回

会計の目的

第3回

会計制度

第4回

財務諸表とは

第5回

損益取引と利益の測定

第6回

資産と負債の定義と測定

第7回

純資産と資本取引

第8回

成長性

第9回

収益性（損益計算書）

第10回

収益性（ROA)

第11回

貸借対照表から見る安全性

第12回

会計情報と株価

第13回

まとめ

第14回

復習

第15回

理解度の確認

授業方法
教科書ならびに配付資料を中心に講義を進める。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
週1時間程度テキストの予習等。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
90 ％
中間テスト
レポート
小テスト
10 ％ 小テストはMoodleで行う。
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
試験は、授業の理解度を確認する選択式の問題に成る。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中に小テストのフィードバックを行う。希望に応じてオフィスアワーで個人的に指導する。
教科書
初めて出会う会計学：有斐閣アルマ,川本淳ほか,有斐閣,2,2015,9784641220614
教科書コメント
授業前に教科書の指定箇所を読むこと。
参考文献

企業会計入門 ― 考えて学ぶ,斎藤静樹,有斐閣,補訂版,2016,978-4641164772
国際会計検定BATIC Subject1：公式テキスト,東京商工会議所,東京商工会議所,新,2018
参考文献コメント
適時参考書を紹介する。
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡

講義コード

U510902101

科目名

マーケティング（国際社会科学科）

英文科目名

Marketing

担当者名

澁谷 覚

単位

2

時間割

第１学期 月曜日 ４時限 西２－３０２

科目ナンバリング

051A113

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
前半では、経営管理・経営戦略の概要を学ぶ。
第１〜２回では企業の経営において経営管理が果たす役割と経営戦略の基礎を理解する。
第３〜５回では企業の全社的戦略を学ぶ。第６回から第８回までは個別の事業戦略を学ぶ。
後半では、マーケティングの基礎を学ぶ。
第９〜１０回ではマーケティングとは何かについて理解する。第１１〜１２回では市場セグメンテーションとターゲティングについて学
ぶ。第１３回と第１４回では、マーケティング実践の基本となるポジショニングと４Ｐのマネジメントを学ぶ。
また各パートでは、ケース討議を行う。
到達目標
経営管理、経営戦略の全体像を把握した上で、その中でマーケティングが果たす役割を位置づけ、マーケティングの概要を理解す
る
授業内容
実施回

内容

第1回

経営管理の役割

第2回

経営戦略の基礎

第3回

グローバル戦略

第4回

マーケティングの考え方

第5回

ショートケース：カフェ、マーケティングの考え方（補足）

第6回

マーケティングの考え方2

第7回

ショートケース：ユニクロの新商品開発

第8回

顧客価値・サービス

第9回

ショートケース：片岡物産、経営環境、市場地位別の戦略

第10回

市場細分化・ターゲティング

第11回

市場細分化とポジショニング

第12回

ショートケース：星野リゾート・リゾナーレ八ヶ岳の再建

第13回

リポジショニング

第14回

総括

第15回
授業方法
レクチャーとケースによる議論とに約５０％ずつ時間を配分して授業を進めます。
ケースはいずれも短いショートケースで、事前に配布し、全員でディスカッションを行います。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
ショートケースを用いて議論する回では、事前に配布されるケースをよく読み、自分の意見をまとめてくることが求められます。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業では約1/3の時間をショートケースを用いた議論にあてます。発言ごとに発言点が与えられますが、テストの点数のためだけでな
く、積極的に議論に参加してください。発言に対しては、その場でフィードバックをします。

講義コード

U510903101

科目名

簿記

副題

簿記について学び企業活動を理解する

英文科目名

Bookkeeping

担当者名

板橋 雄大

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 ３時限 西５－３０３

科目ナンバリング

051A114

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
複式簿記は、企業の経済活動（取引）を二面からとらえて記録・計算することにより、企業の財政状態と経営成績を明らかにするしくみ
である。複式簿記は、今日では広く普及して世界中で用いられており、それに関する知識は、会計学関連科目の基礎となるばかりで
なく、経営学や経済学の学習にとっても必要である。この授業では、複式簿記の基本的なしくみを、初心者を対象として段階的にわ
かりやすく説明する。
到達目標
簿記の基礎概念、仕訳、および簿記一巡の手続きの理解を目標とする。また、会計学、経営学といった諸領域へ進むために必須の
基礎的知識を獲得する。
授業内容
実施回

内容

第1回

簿記の意義および学び方

第2回

企業の財務状態と貸借対照表

第3回

企業の経営成績と損益計算書

第4回

取引と勘定（1）取引の例

第5回

取引と勘定（2）勘定の例

第6回

仕訳と転記（1）仕訳

第7回

仕訳と転記（2）転記

第8回

試算表と精算表（1）試算表

第9回

試算表と精算表（2）精算表

第10回

決算（1）決算修正

第11回

決算（2）決算

第12回

練習問題

第13回

復習回

第14回

理解度の確認

第15回

総括

授業方法
講義形式ではあるが、講義の理解を深め簿記の実力を養うために、随時、記帳や計算の演習を行う。講義の中で適宜質疑応答を行
う。ほぼ全員が回答することになるので、授業の事前学習、事後学習をきちんと行い、講義を真摯な態度で聞くこと。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回の授業での講義内容や記帳および演習問題は、前回の講義内容を理解していることを前提として進める。したがって、授業後は
必ず演習問題を活用しながら復習（2時間程度）することが必要である。また、講義の前には、事前にアップロードされるレジュメを活
用し、予習（1時間程度）行うことが必要である。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％ レポートは2回行う。
小テスト
50 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
平常点（クラス参加）：30％(ただし4回以上欠席している場合、単位は出ない。) レポート：20％（授業中に解説を行う）。 小テスト：
50％（理解度確認として50問程度出題する。）
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中の質疑応答については、その場でフィードバックを行う。レポートについては、授業中に行う。小テストについては、オンライン
でのフィードバックを予定している。

教科書
スッキリわかる 日商簿記3級 第8版 [テキスト 問題集]：(スッキリわかるシリーズ),滝澤ななみ,TAC出版,第8版,2017,4813268862
履修上の注意
履修者数制限あり。（120名） ／ ガイダンスと120名の選抜を行うので、第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
講義中には適宜指名して、問題に解答してもらいます。毎回ほぼ全員が当たるようになっています。一度受けた授業内容はきちん
と復習しておかないと解答できません。まじめに予習と復習を行い、きちんと授業を受講できる学生のみ受講してください。

講義コード

U510904101

科目名

経営戦略（国際社会科学科）

英文科目名

Management Strategy

担当者名

髙木 俊雄

単位

2

時間割

第２学期 月曜日 ５時限 西２－４０２

科目ナンバリング

051A117

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
あらゆる組織において、経営戦略は将来の方向性や日々の働き方に大きな影響を与える“舵取り”の根幹をなすものである。本講で
は、企業の経営戦略論を中心に、これまでに発展してきた学説の全体像を、初めて学ぶ人にも分かり易い形で説明して、ビジネスの
基本となる思考法を身に付けることを目指す。テキストを使って経営戦略の各論の基本をマスターすることに約半分の時間を費やす
が、残り半分では、1)戦略理論の最新動向、2)国際ビジネス戦略の実際、3)仕事としての戦略分析等、応用編の話題にも理解し易い
形で触れることにしたい。
到達目標
企業経営やそこで活用される経営戦略についての基本的な考え方やコンセプトに習熟すること。そして、受講者がグローバルに活躍
する企業におけるビジネスの計画や実行を具体的にイメージすることが可能になって、今後興味を持って主体的に考察できるように
なること。
授業内容
実施回

内容

第1回

戦略とは何か

第2回

業界の構造

第3回

起業を取り巻く環境

第4回

基本戦略

第5回

製品ライフサイクル別戦略

第6回

市場地位別戦略

第7回

リソース・ベースト・ビュー

第8回

事業システム

第9回

事業領域

第10回

成長戦略

第11回

資源展開

第12回

戦略の社会的側面

第13回

組織構造

第14回

組織文化

第15回

企業変革とまとめ

授業方法
テキストと事前配布プリントによるレクチャー形式。必要な資料や授業のパワーポイントは授業前にWEB上に掲載または配布します。
準備学習（予習・復習）
指定されたテキストの章やプリントを事前に読んで講義に備える(1時間～2時間程度)。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
40 ％ 論述式
中間テスト
レポート
40 ％ 経営戦略に関するレポート(1回)
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ 講義内リアクションペーパー(毎授業)
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポート課題については、講義内で採点のポイントを解説する。
教科書
１からの戦略論,嶋口充輝、内田和成、黒岩健一郎,碩学舎,2,2016 ,9784502167416
参考文献
経営戦略入門,網倉久永、新宅純二郎,日本経済新聞出版社,2011,9784532134037
履修上の注意
毎回、リアクションペーパーを配布・回収する。

講義コード

U511000101

科目名

組織行動論

英文科目名

Organizational Behavior

担当者名

鄭 有希

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ５時限 西２－４０２

科目ナンバリング

051A211

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
ミクロ（個人）の側面から、企業の「人」の問題へのアプローチである「組織行動論」は、実証的なアメリカの組織心理学、行動科学研
究をベースとして発展し、組織の中での人間行動の解明を通して、組織全体の効率を向上させることを主な目的とする研究分野であ
る。特に、本講義では、（1）パーソナリティと価値観、（2）個人と組織（組織社会化）、（3）チームと組織、及び（4）組織文化と国際比較
などのテーマを中心に、基礎的な理論の説明とともに、さまざまな組織における実際の具体例を紹介する。
到達目標
本講義では、組織における人間行動を「的確に」理解するための前提となる基礎的な考え方の習熟を目指す。具体的な到達目標は
以下の4点である。
（1）組織の構成メンバーの職務態度・行動に影響を与えるパーソナリティと価値観を明確に区別し、それぞれの概念について説明す
ることができる。
（2）新入社員が組織に適応していくプロセス（組織社会化）について説明することができる。
（3）組織におけるチームの特徴、役割、そして成果について説明することができる。
（4）組織文化の概念を国際比較の観点から説明することができる。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：本講義のねらい、授業方針、成績評価について

第2回

パーソナリティの分類（1）マイヤーズ・ブリッグスの性格タイプ・インデックス

第3回

パーソナリティの分類（2）パーソナリティの五要因

第4回

職場におけるパーソナリティ（1）パーソナリティと職務適合理論

第5回

職場におけるパーソナリティ（2）パーソナリティと職務成果との関係

第6回

職場における世代別価値観

第7回

異なる文化における価値観

第8回

個人と組織（1）個人と組織の適合

第9回

個人と組織（2）組織社会化

第10回

チームと組織（1）チームの定義と分類

第11回

チームと組織（2）チームのダイバーシティ

第12回

組織文化の国際比較（1）国の文化と組織文化

第13回

組織文化の国際比較（2）ケーススタディ

第14回

組織文化と組織変革

第15回

総括

授業方法
講義形式による授業方法である。しかし、授業中に受講生に対して意見を求めたり、質問を投げかけたりするなど、双方向の講義を
時折行うので、受講生の積極的な参加が求められる。
準備学習（予習・復習）
（1）授業前にシラバスの当該回のトピックスに合わせて参考文献を読むこと。（約30分）
（2）授業後に配布資料を中心に復習すること。（約30分）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
95 ％ 基礎概念及び専門用語の理解程度の確認
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
5 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
（1）学期末試験の解説・講評をMoodleに掲載する。
（2）授業内で行われるグループディスカッションに対しては、都度授業内でコメントを行う。
参考文献
産業・組織心理学エッセンシャルズ,田中堅一郎,ナカニシヤ,2011,4779505631
組織行動のマネジメント-入門から実践へ,ステファン・ロビンス（高木晴夫監訳）,ダイヤモンド社,2009,4478004595

その他
授業時における携帯電話等の使用（メールを含む）、他の受講生の迷惑となる行為（私語、途中出入りなど）は、一切禁止する。そ
のような行為に対しては、厳しい態度で臨むと同時に、そのような行為を行った受講生には一切単位を認定しない。

講義コード

U511001101

科目名

国際会計論

英文科目名

International Accounting

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

2

時間割

第１学期 金曜日 ３時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A212

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
この授業では、国際財務報告基準IFRSに基づく財務会計について学習する。多国籍企業の実際の財務報告書について学ぶととも
に、欧米及びアジア、日本におけるIFRSの現状を紹介し、日本の会計基準とIFRSがどのように異なるのか、それは両者が持つどのよ
うな考え方から生まれた違いなのかを学習する。IFRSにおける財務諸表の構成、資産・負債の認識と評価、収益認識、利益（純利
益、包括利益及びその他の包括利益）の諸概念と認識・測定について、そうした考え方の違いがどのように影響を与えているのかを
理解し、IFRSについて体系的な知識を身につける。
到達目標
国際財務報告基準と多国籍企業の財務諸表を理解すること。
授業内容
実施回

内容

第1回

はじめに

第2回

概念フレームワーク

第3回

財務諸表

第4回

公正価値測定

第5回

棚卸資産

第6回

有形固定資産(当初認識時の測定)

第7回

有形固定資産(事後の測定)

第8回

無形資産

第9回

金融資産

第10回

金融負債

第11回

引当金

第12回

資本

第13回

IFRS財務諸表分析

第14回

まとめ

第15回

理解度の確認

授業方法
講義形式 。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
事前学習：週1時間程度(テキストなどの購読）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
90 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
10 ％ 小テストはMoodleで行う。
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
IFRS規則の理解や会計基準に関する知識を評価する。BATICの検定試験に近い形で出題する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中に小テストのフィードバックを行う。希望に応じてオフィスアワーで個人的に指導する。
教科書
国際検定試験BATIC２：公式テキスト,東京商工会議所,東京商工会議所,新,２０１８
教科書コメント
授業前に教科書の指定箇所を読むこと。
参考文献コメント

適時参考書を紹介する。
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席すること｡
その他
「会計学」もしくは「簿記」を履修した学生を対象にする。

講義コード

U511002101

科目名

マーケティングと消費者行動

英文科目名

Marketing and Consumer Behavior

担当者名

澁谷 覚

単位

2

時間割

第１学期 月曜日 ５時限 西２－３０２

科目ナンバリング

051A213

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
インターネット上で日常的に展開される消費者同士のコミュニケーションや、消費者による情報収集などが、今日のマーケティングに
大きな影響を与えるようになっており、グローバル企業はさまざまなデジタル・マーケティングを研究しながら実践している。この授業
では今日の消費者行動の基本を学んだ上で、特にインターネット上で活発に展開される消費者間のコミュニケーションや影響伝播の
実態を理解する。その上で、このような今日の消費者行動を前提とした上で、グローバル企業や組織が実践するデジタル・マーケティ
ングによる対応について、幅広い観点から議論を行う。
到達目標
今日のマーケティングに多大な影響を及ぼすようになっている消費者の知覚やその他の側面について、講義形式を中心として授業
を進めます。
授業内容
実施回

内容

第1回

マーケティングと消費者行動

第2回

消費者行動の枠組み

第3回

知覚

第4回

知覚とマーケティング（1）

第5回

知覚とマーケティング（2）

第6回

知覚とマーケティング（3）

第7回

学習と記憶

第8回

動機づけと価値観

第9回

自己概念と消費

第10回

態度と説得

第11回

購入と処分

第12回

社会階級とライフスタイル

第13回

サブカルチャー

第14回

まとめ

第15回
授業方法
講義形式を中心として授業を進めます。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
授業内容は広範にわたるため、復習が必要です。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
60 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートについては総評の形で授業内でフィードバックします

講義コード

U511003101

科目名

Cross-Cultural Organizational Behavior

英文科目名

Cross-Cultural Organizational Behavior

担当者名

鄭 有希

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ５時限 西２－４０２

科目ナンバリング

051A261

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
In an age where organizations straddle and traverse national boundaries with considerable ease, future managers aspiring to work in the
international arena need to familiarize themselves with the international dimensions of management disciplines such as organizational behavior.
This course seeks to expose students to a broader, global perspective on organizational behavior and business management. The course is
composed of three topics: (a) organizations and culture (communication and motivation) (b) global leadership (c) team diversity in a
multicultural environment

到達目標
Three major learning goals are as follows:
(a) to understand the major theoretical underpinnings of organizational behavior across cultures.
(b) to learn about the methodology and findings of empirical research in the fields.
(c) to apply this knowledge to better understand individuals’ behaviors in multinational companies.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to cross-cultural organizational behavior

第2回

Cultural Frameworks (I) Understanding of basic framework for cultural analysis

第3回

Cultural Frameworks (II) National cultures vs. organizational cultures

第4回

Communicating Effectively Across Cultures (I) Verbal vs. non-verbal intercultural communication

第5回

Communicating Effectively Across Cultures (II) Case study of Renault-Nissan alliance

第6回

Motivating Employees Across Cultures (I) Cross-cultural perspective with regard to motivation theories

第7回

Motivating Employees Across Cultures (II) Rewarding and compensating international employees

第8回

Effective Leadership in a Multicultural Environment (I) Culture and leadership across the world

第9回

Effective Leadership in a Multicultural Environment (II) Culturally intelligent leadership

第10回

Managing Multicultural Teams (I) Conflict and negotiation

第11回

Managing Multicultural Teams (II) Cultural diversity

第12回

Group Presentations

第13回

Group Presentations

第14回

Summing Up

第15回

Independent Research

授業方法
This course will use a wide array of teaching techniques including lectures, class discussions, debates, independent and group
research, and student presentations.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Before classes the students are requested to prepare small-group and whole-class discussions by reading books listed in a
reference (approx. 1 hour).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
50 ％ Two exams during the semester
レポート
20 ％ Written assignments
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Group and class discussion, class attendance
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
1. Group and class discussion feedback will be provided in class.
2. Key to mid-term examination questions will be provided via Moodle.
3. An overall review of submitted papers will be reported through Moodle.
参考文献
International Organizational Behavior,McFarlin and Sweeney,2012

Organizational behavior,Robbins, S. P., & Judge, T. A.,Pearson,15,2013

講義コード

U511004101

科目名

Financial Accounting

英文科目名

Financial Accounting

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ３時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A262

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
In this class, the major concepts of financial accounting are introduced based on a case study approach. After a general presentation of the four
financial statements, specific measurement issues concerning assets and liabilities will be studied. In this class, we will study the particular
features of financial statements based on case studies like Pepsico, Toyota, Kering, Huawei, Volkswagen, LVMH, Apple, Amazon, H&M, Roche,
Rakuten, ArcelorMittal, Unilever etc. Cross-sectional analysis and time series will also be used to introduce basic techniques in financial
statement analysis.

到達目標
Learn the basic concepts of financial accounting.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Basic concepts of accounting and bookkeeping

第3回

Journal entries

第4回

Depreciation

第5回

Preparing financial statements

第6回

Analyzing financial statements

第7回

The balance sheet

第8回

The income statement

第9回

Other statements

第10回

Ratio analysis

第11回

Trend analysis

第12回

Common-size statements

第13回

Comprehensive case

第14回

Summary

第15回

Individual study

授業計画コメント
Schedule may vary depending on the number and level of participants.
授業方法
Lectures will start with a review of homework tasks, and a formal explanation of the session's topic. The remaining time will be
used by students to complete activities based on case studies.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 1h per week for preparing cases, homework and reviewing the contents of each session.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
90 ％
中間テスト
レポート
小テスト
10 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Students are expected to be able to use financial statements to complete simple analysis tasks.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given at beginning of each session for homework and other assignments.
教科書コメント
No textbook required.

参考文献
Interpreting and Analyzing financial statements,Schoenebeck and Holtzman,Pearson,6,2012,0132746247
BATIC（国際会計検定）® Subject1 公式テキスト,東京商工会議所,東京商工会議所,新,2018
BATIC（国際会計検定）® Subject1 問題集,東京商工会議所,東京商工会議所,新,2018
参考文献コメント
"Interpreting and analyzing financial statements" is available in kindle version or at the library.
履修上の注意
Please attend the first session.
その他
Students who wish to study management in English, as well as those who wish to take the BATIC exam are welcome. Accounting
and/or bookkeeping knowledge is preferable but not essential to succeed in this class.

講義コード

U511005101

科目名

Marketing Strategy

英文科目名

Marketing Strategy

担当者名

澁谷 覚

単位

2

時間割

第２学期 月曜日 ５時限 西２－３０２

科目ナンバリング

051A263

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
In this course you will learn the overview of marketing strategy and the theoretical backgrounds of each strategy. You will
understand about the critical variables of market segmentation, product lifecycle and customer’s profile theory, technology
lifecycle, B to B marketing strategy, brand management, media management and marketing communication, and how to manage
distribution channels. You will learn about the theories and implementations of these area.
到達目標
To learn how to develop, evaluate and execute marketing strategies and understand theoretical backgrounds of each strategy
授業内容
実施回

内容

第1回

Guidance

第2回

Revision of previous courses

第3回

Product1_Innovation

第4回

Product2_Brand History, Brand Management

第5回

Product3_Product Life Cycle

第6回

Price_Price Management, Dynamic Pricing

第7回

Communication_Mass Media and Advertising

第8回

Communication_Personal Media and Word of Mouth

第9回

Channel_Channel History

第10回

Channel_Channel Management

第11回

Customer Satisfaction

第12回

Digital Marketing_Communication

第13回

Digital Marketing_Digital Product Development, Co-Creation

第14回

Wrap Up

第15回
授業方法
Based on lecture method.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Because the contents of this course extends to various areas, you are required enough preparation and review
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
60 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業やMoodle等を通じてフィードバックを行なう。

講義コード

U511100101

科目名

International Human Resource Management

英文科目名

International Human Resource Management

担当者名

鄭 有希

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ３時限 西２－４０２

科目ナンバリング

051A361

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
As companies and organizations become increasingly international, issues of national culture can often stand in the way of a seamless progression
of HRM across national boundaries. From a cultural perspective, the course explores how cultural differences impact on patterns of HRM
practices in different countries. Also, the course investigates how multinational organizations are managing their way through this complexity,
making strategic choices in international HRM. The course is composed of three topics; (a) national culture theories, (b) comparative HRM
theories and practices, and (c) global employee relations theory and practices (talent management).

到達目標
The main purpose of this course is to help students to better understand the major theoretical underpinnings of international human resource
management (HRM). After studying international HRM in this course, the student should be able to:
a. identify the importance of the cultural context for HRM;
b. describe changes in global employment relations and individuals’ careers (boundaryless career);
c. explain global work-life management by using cases;
d. describe global companies’ social responsibilities in HRM.

授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction to basic concept of international HRM

第2回

Culture in international HRM (I)

第3回

Culture in international HRM (II)

第4回

Change in global employment relations (I)

第5回

Change in global employment relations (II)

第6回

High performance work systems (I)

第7回

High performance work systems (II)

第8回

International HRM and work-life balance (I)

第9回

International HRM and work-life balance (II)

第10回

International HRM and CSR (I)

第11回

International HRM and CSR (II)

第12回

Change in individuals’ career (boundaryless career) (I)

第13回

Change in individuals’ career (boundaryless career) (II)

第14回

Group presentations (I)

第15回

Group presentations (II)

授業方法
This course will use a wide array of teaching techniques including lectures, class discussions, debates, independent and group
research, and student presentations.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Before classes the students are requested to prepare small-group and whole-class discussions by reading the textbook.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
50 ％ Learning assessments
レポート
20 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Participation (20%): group and class discussions and
attendance Team project (25%): a team paper and oral
presentation
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
1. Group and class discussion feedback will be provided in class.
2. Key to mid-term examination questions will be provided via Moodle.
3. An overall review of submitted papers will be reported through Moodle.

参考文献
Essentials of International Human Resource Management,Thomas and Lazarova,Sage
Essentials of Organizational Behavior,Terri A. Scandura,Sage
Introduction to international human resource management,Crawley, Swailes, and Walsh,Oxford University Press
その他
a. Rude and unprofessional behaviors (reading newspapers, working on another class) will adversely impact your participation
grade and result in you being asked to leave class.
b. Laptops, cell phones and related technologies must not be used during class unless otherwise instructed for specific
assignments or permitted due to emergency situations. The violation of this will negatively impact your participation grade.

講義コード

U511101101

科目名

Cost Accounting

英文科目名

Cost Accounting

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 ２時限 南２－２００

科目ナンバリング

051A362

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
This course provides an overview of cost accounting techniques and theories. Starting with the purpose of cost accounting, it focuses on what
kind of information is necessary for management planning and control. Then, after introducing the difference between fixed and variable costs,
the course goes on with breakeven analysis based on concrete examples. Quantitative techniques used in stock assessment, standard costing, the
allocation of indirect costs, and activity-based costing will also be introduced. Last, the role of budgeting in management planning, including
Japanese-style target costing and kaizen costing will be introduced.

到達目標
Learn the basic concepts and techniques of cost accounting.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

The purpose of cost accounting

第3回

Fixed and variable costs

第4回

Cost Accounting and Management Decisions (Softbank)

第5回

Operating profit margin (Calbee)

第6回

Economic value added (Kao)

第7回

Balanced Scorecard (kirin)

第8回

Return on Investment (GE)

第9回

Residual Profit (Komatsu)

第10回

Transfer prices in MNCs

第11回

Personnel cost (Benesse)

第12回

Amoeba (Kyocera)

第13回

Target Costing (Toyota)

第14回

Kaizen Costing (Toyota)

第15回

Summary

授業計画コメント
Schedule may vary depending on the number and level of participants.
授業方法
Each session will start with a review of homework and assignments if any, then go on with a formal presentation of the day's topic.
Lectures will include exercises, case studies and group discussion as needed.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 1.5h a week to prepare and review class contents.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
60 ％
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ includes assignments
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Students are expected to understand and use costing techniques. Small assignments and in-class tasks will be assessed as part of
the grade.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on assignments, tests or reports will be given during classes.
教科書コメント
No textbook is required.

参考文献コメント
Reference books and material will be introduced to students as necessary.
履修上の注意
Students should have taken some introductory course in accounting.
その他
Please attend the first session.

講義コード

U511102101

科目ナンバリング

科目名

Marketing Strategy and Consumer Research in International Markets

英文科目名

Marketing Strategy and Consumer Research in International Markets

担当者名

澁谷 覚

単位

2

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 西２－３０２

配当年次

051A363

学部 ３年～４年

授業概要
To develop and execute strategies based on the traits of each market is essential in current international marketing. In this course, we learn the
methods of current global marketing and the basis of strategy planning based on research data of each market. We also study the basis of
consumer research in order to understand characteristics of consumers in each market, research design and data collection, various biases in
multi-country research, predicting sales of global market, comparing consumer behavior between markets, and how to execute marketing
according to the traits of each market.

到達目標
In order to understand current global businesses and strategies, we discuss how to reach each market and how to develop
marketing strategies which play essential roles in current international marketing.
授業内容
実施回

内容

第1回

Guidance

第2回

Introduction to Global Marketing Strategy

第3回

Definition of Global Marketing

第4回

Environment of Global Marketing

第5回

Global Marketing Research

第6回

Targeting in Global Marketing

第7回

Entry Modes

第8回

Global Strategy

第9回

Product Development in Global Marketing

第10回

Knowledge Transfer in Global Marketing

第11回

Communication with Global Consumers

第12回

Global Consumer Behavior

第13回

Businesses in Asian Markets

第14回

Wrap Up

第15回
授業方法
Based on lecture method.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are required sufficient preparation and review for each class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
60 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業やMoodle等を通じてフィードバックを行なう。

講義コード

U511200101

科目ナンバリング

科目名

開発と環境の地理学

英文科目名

Geography of Development and Environment

担当者名

牧田 りえ

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ３時限 南３－２０１

配当年次

051A102

学部 １年～４年

授業概要
地理学は各地域の風土や人々の暮らしを描写するだけでなく、人間と自然環境の関係を探究する学問分野である。対象とする「空
間・場所」に存在するもの、そこで起こっている事象をすべて網羅し、その「空間・場所」を総合的に理解しようと試みる。このような視
点に立つと、経済学に依拠した各国の政府や世界銀行等の援助機関主導で行なわれてきた発展途上国の開発について多様な見
方が可能であることに気付く。開発、そして開発の一つの結果としての環境の変化に焦点を当てて、①都市空間、農村空間それぞれ
の文脈で開発及び環境問題を捉えること、②「空間・場所」を複数の異なる視点から考察することを中心テーマとする。
到達目標
発展途上国の開発及び環境問題を具体的な題材として学びながら、社会科学の一分野としての人文地理学の特性を把握し、地理
学的な思考法を理解する。
授業内容
実施回

内容

第1回

導入：高校の「地理」と学問としての「地理学」の違い、地理学の多様性

第2回

地理学の本質：人間と自然環境の関係を探究する

第3回

開発の意味を考える（持続可能な開発、反開発、脱開発）

第4回

発展途上国の開発へ地理学はどのように関与してきたか、どのように関与できるか

第5回

都市空間における開発（1）都市化の進展

第6回

都市空間における開発（2）都市特有の問題と改善策

第7回

農村空間における開発（1）農業開発

第8回

農村空間における開発（2）農村社会変容と人々の生計

第9回

空間・場所を「生産の場」として捉える

第10回

空間・場所を「消費の対象」として捉える

第11回

空間・場所を（後発地域ゆえに）「開発の対象」として捉える

第12回

空間・場所を「生活の場」として捉える

第13回

空間・場所を（資源管理のために）「規制する対象」として捉える

第14回

まとめ：「空間・場所」を複数の視点から捉える、レポートの書き方（研究倫理を含む）

第15回

理解度の確認

授業方法
パワーポイント、映像を使用した講義に、学生同士のグループ・ディスカッションを適宜組み合わせる。ゲスト・スピーカーの招聘も予
定している。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
事前に配布するテキストは授業の前に読んでおくこと。理解できない箇所を整理して、質問できるように準備してほしい。テキストは日
本語だが、一部、英語表記の図表・グラフを使用する場合がある。わからない用語があれば事前に調べる努力をしてほしい。（1時間
以内）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ 知識よりも思考法を重視する。テーマは中盤の授業で発表す
る。
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
50 ％ 随時、授業の復習に相当する課題に取り組み、授業終了時
に提出する。
成績評価コメント
単なる出席（教室での着席）は評価の対象に含めない。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業内の課題については次回の授業で振り返る。期末レポートの講評をG-PortまたはMoodleを通じて行なう。

教科書コメント
特に指定しない。適宜プリントを配布する。下記参考書からも一部を使用する。
参考文献
Geographies of Development,Robert Potter, Tony Binns, Jennifer Elliott, David Smith,Pearson Education,4th
Edition,2017,9781138794306
人文地理学,竹中克行、大城直樹、梶田真、山村亜希,ミネルヴァ書房,第2版,2009,9784623055395
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡高校における地理の履修経験は問わない。
その他
本科目は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511201101

科目名

社会学（国際社会科学科）

英文科目名

Sociology

担当者名

玉置 えみ

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 中央－３０２

科目ナンバリング

051A103

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
この授業では、社会学の基礎を学ぶことで、現代社会の分析の仕方を身につけることを目的とする。授業では、まず社会学の理論・
研究方法を概観したのち、家族・学校・仕事・国など我々の身近にある「社会」を社会学がどのように分析してきたかを解説していく。
さらに、これらの社会学的なものの見方を用いて、日本を含む様々な国と社会で起きている諸現象を分析・考察する。この授業を通し
て、学生は、個人と社会の関係、社会の機能と変化など、社会学の基礎知識を学び、多様な社会の仕組みを自ら分析できるようにな
ることを目指す。
到達目標
社会学の基礎知識を理解することができる。 社会学の見方を使い、現代社会で起きている諸現象を分析することができる。
授業内容
実施回

内容

第1回

「イントロダクション、社会学とは（1）：社会学の視座」社会学的想像力、社会構造と構造化

第2回

「社会学とは（2）：社会学における理論的伝統」理論とは何か、機能主義、葛藤理論、象徴的相互作用論

第3回

「社会学とは（3）：社会学的方法」社会学の問い、調査研究方法

第4回

「社会的相互行為、社会化」社会的相互作用、エスノメソドロジー、ドラマトゥルギー、自我、社会化、ライフコース

第5回

「家族」家族と親密性、家事労働、結婚・離婚・同棲

第6回

「健康」健康の社会的基盤、健康格差

第7回

「中間テストとその解説」個人と社会

第8回

「社会階層、貧困、不平等」社会階層システム、階級、貧困とは、不平等の指標

第9回

「ジェンダー、エスニシティ」ジェンダーとは、人種とは、移民

第10回

「組織、ネットワーク」官僚制、インフォーマル・ネットワーク、社会関係資本、NGO、企業

第11回

「政治」国家、権力、権威、政治的変化と社会運動、ナショナリズム

第12回

「労働」労働とは何か、分業、フォーディズム、労働の社会的意義

第13回

「教育」教育と機能主義的アプローチ、学校教育と不平等、文化的再生産

第14回

「理解度の確認」社会の秩序と変化

第15回

「振り返り」

授業方法
講義を中心に授業を進めるが、学生の積極的な質問、コメントを歓迎する。
準備学習（予習・復習）
各週にあらかじめ指定されたリーディングを読み、疑問点等を確認しておくことが望まれる（1時間程度）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ 社会と個人の関係についての理解度を確認
レポート
小テスト
30 ％ 期末テスト（社会の秩序と変化についての理解度を確認）
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ レスポンス・ペーパー（20％）、クラスへの貢献（20％）
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
テストの解説とフィードバックは授業中に行う。
教科書
社会学,A.ギデンズ（松尾 精文ほか訳）,而立書房,第2版,2009,9784880593500
教科書コメント
参考資料を授業中に適宜配布する。
参考文献
新しい世紀の社会学中辞典,N.アバークロンビー、S.ヒル、B.S.ターナー（丸山哲央監訳）,ミネルヴァ書房,新
版,2005,9784623034710
テキスト現代社会学,松田健,ミネルヴァ書房,第2版,2008,9784623049769
履修上の注意

第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511300101

科目名

世界の貧困問題

英文科目名

Global Poverty Issues

担当者名

牧田 りえ

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 ３時限 西２－４０１

科目ナンバリング

051A202

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
「国連ミレニアム開発目標」を持ち出すまでもなく、貧困は21世紀に入ってもなお重要なグローバル・イシューとして存続している。発
展途上国だけでなく、日本や他の先進国においてもワーキング・プアの増加など、貧困は身近な問題でもある。この授業では、ミクロ
な視点から見る貧困の実態とはやや距離を置き、社会科学が貧困問題をどのように捉えてきたか、そして問題解決に向けて社会科
学に何ができるのかという点に焦点を当てる。グローバルな視点、普遍的・抽象的視点から貧困を見つめ直すことによって、個々人が
関心を寄せている具体的な貧困問題や社会的弱者の問題に新たな視座を持ち込めるようにしたい。同時に、「貧困」というキーワード
を通じて、社会科学全般への理解を深めることも目的としている。
到達目標
最も重要なグローバル・イシューの「貧困」を社会科学がどのように捉えてきたかを理解し、問題解決（貧困削減）に向けて社会科学に
何ができるのかを考える。
授業内容
実施回

内容

第1回

導入：グローバル・イシューとしての貧困削減

第2回

社会科学の基本的要素（ディシプリン、思想、研究方法）と多様性、貧困問題への4つのアプローチ

第3回

社会科学の視点1：経済学者は貧困をどのように見るのか

第4回

社会科学の視点2：人類学者は貧困をどのように見るのか、経済学と人類学の比較

第5回

アプローチ1：貧困を理解する・把握する（1）貧困の定義・概念

第6回

アプローチ1：貧困を理解する・把握する（2）貧困の測定

第7回

アプローチ2：貧困の原因を探る（1）歴史的な要因

第8回

アプローチ2：貧困の原因を探る（2）開発援助の負の影響

第9回

アプローチ2：貧困の原因を探る（3）グローバリゼーションの影響

第10回

貧困の現場から（ゲスト・スピーカーの招聘）

第11回

アプローチ3：貧困削減の方法を検討する（1）貧困層のエンパワーメント

第12回

アプローチ3：貧困削減の方法を検討する（2）最貧層への支援

第13回

アプローチ4：貧困がもたらす影響を知る 貧困と環境の関係

第14回

4つのアプローチのまとめ、期末試験の準備

第15回

理解度の確認

授業計画コメント
ゲスト・スピーカーの都合により学修内容の順番が前後する可能性がある。
授業方法
テキストを事前に読んでいることを前提に、①テキストのポイントの説明、②テキスト内容を発展させた講義、③テキストに関連するト
ピックについてのグループ・ディスカッションを行なう。（履修者数に応じて変更があり得る。）
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
予習として、各回の授業で使用するテキスト（主に日本語）の要約、及び疑問点の整理が求められる（1時間以内）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
50 ％
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ クラス内での発言
その他(備考欄を参照)
30 ％ 指定したテキストの要約
成績評価コメント
単なる出席（教室での着席）は評価の対象に含めない。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
期末試験の講評をG-portまたはMoodleを通じて行なう。

教科書コメント
特に指定しない。プリント類を適宜配付する。下記参考書の一部も使用する。
参考文献
貧困の救いかた―貧しさと救済をめぐる世界史,ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･M･ﾎﾞｰﾄﾞｲﾝ（伊藤茂訳）,青土社,2009,9784791765065
貧困問題とは何であるか ―「開発学」への新しい道,下村恭民・小林誉明（編）,勁草書房,2009,9784326653508
貧困の概念 ―理解と応答のために, ポール・スピッカー（圷 洋一 監訳),生活書院,2008,9784903690261
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
本科目の履修にあたり、「国際開発論」、「開発と環境の地理学」、「アジア経済論」のうち少なくとも1科目の単位を取得していること
が望ましい。
その他
本科目は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511301101

科目名

計量社会学

英文科目名

Quantitative Sociology

担当者名

玉置 えみ

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ２時限 西２－３０２

科目ナンバリング

051A203

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
この授業では、計量社会学における社会の捉え方と数字を使った分析方法について学ぶ。特に社会意識、階層、家族、健康など社
会学的テーマ関心にそってどのように社会調査を設計し、計量分析を行うことができるのか解説する。また、日本だけでなく海外での
事例や実際の調査についても触れる。具体的なトピックには以下のものが含まれる：仮説、測定と尺度、サンプリング、コーディング、
基礎統計量、エラボレーション、検定、相関、回帰。
到達目標
社会学における計量研究の方法を理解することができる。 社会調査の基本手順と注意点を理解することができる。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション: 社会学とは、計量社会学とは

第2回

理論と実証

第3回

計量分析の基本１:記述統計

第4回

計量分析の基本２:推測統計

第5回

労働と計量社会学

第6回

教育と計量社会学

第7回

中間テストとその解説

第8回

階層と計量社会学

第9回

家族と計量社会学

第10回

都市と計量社会学

第11回

健康と計量社会学

第12回

社会意識と計量社会学

第13回

人口と計量社会学

第14回

理解度の確認

第15回

振り返り

授業方法
講義を中心に授業を進めるが、学生の積極的な質問、コメントを歓迎する。
準備学習（予習・復習）
各週にあらかじめ指定されたリーディングを読み、疑問点等を確認しておくことが望まれる（約1時間）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ 授業で扱った概念の理解度を確認
レポート
小テスト
30 ％ 期末テスト（授業で扱った概念の理解度・応用力を確認）
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ レスポンス・ペーパー（20％）、クラスへの貢献（20%）
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
テストの解説とフィードバックは授業中に行う。
教科書
計量社会学入門,数理社会学会監修,世界思想社,2016,9784790716716
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
履修にあたり、「社会学（国際社会科学科）」を履修していることが望ましい。
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511302101

科目名

Sustainable Development

英文科目名

Sustainable Development

担当者名

牧田 りえ

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 ３時限 西２－４０１

科目ナンバリング

051A252

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
The idea of sustainable development forms a staple part of most debates about environment and development. The pursuit of sustainable
development is now stated as a principal policy goal of many of the major institutions of the world including the United Nations and the World
Bank. As an introduction to sustainable development, this course focuses on tracing the origins of the idea and its varied meanings as well as on
considering the contemporary global challenges of sustainable development. Through this course, students are also expected to get familiar
gradually with an undergraduate-level social science textbook used in English-speaking countries.

到達目標
1. To use the English language in order to study global issues.
2. To have access to an undergraduate-level social science textbook.
3. To understand some global issues in relation to“development.”
授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation

第2回

Participation in a global campaign "The World's Largest Lesson"

第3回

continued

第4回

continued

第5回

The changing population of the world (pp.8-19)

第6回

Population growth and development (pp.20-31)

第7回

Governmental population policies (pp.31-38)

第8回

The world's population in the future (pp.38-46)

第9回

Review of Chapter 1

第10回

Poverty eradication as the first development goal (pp.51-57)

第11回

Development assistance and foreign aid (pp.57-63)

第12回

Different approaches to poverty reduction (pp.63-71)

第13回

The impact of globalization (pp.72-80)

第14回

Review of Chapter 2; Preparation for the final exam

第15回

Wrap-up

授業計画コメント
The page numbers correspond to those in the textbook.
授業方法
Lectures will be given on the basis of the textbook. Relevant data and visual materials will be additionally presented to facilitate
students to understand the major topics.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are required to read the designated pages of the textbook before attending each session (approximately one hour).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
50 ％
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ In-class exercises and assignments
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Evaluation on an absolute scale.
Proficiency in English is NOT evaluated in this course.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
An overall review of the final exam will be reported through G-Port or Moodle.

教科書
Global Issues: An Introduction,Kristen A. Hite and John L. Seitz,Wiley-Blackwell,5th Edition,2016,9781118968857
履修上の注意
This course is designed primarily for students who have used Japanese or another non-English language as the first language at
school. It is not suitable for those who have used English as the first language.
Students are highly encouraged to take at least one development-related course* before taking this course. (*開発と環境の地理
学、国際開発論、アジア経済論）
その他
本科目は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511303101

科目名

Sociology of Population

英文科目名

Sociology of Population

担当者名

玉置 えみ

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ２時限 西２－３０２

科目ナンバリング

051A253

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
This class provides an overview of sociology of population. Specifically, students will learn how to analyze society and social change through
fertility, mortality, migration, and other related population processes. Special focus will be placed on family and fertility, health and mortality, and
urbanization and international migration. We will also cover sociological perspectives on population, including life-course perspective,
socialization, modernization, gender, and aging. Historical as well as international trends on population will be also considered.

到達目標
Students will be able to gain basic knowledge of sociological analysis of population structure and dynamics.
授業内容
実施回

内容

第1回

"Introduction" Sociological traditions and population

第2回

"International Population Trends" History of population growth, Variations in population size and growth

第3回

"Data and Methods in Sociology of Population" Census, Vital statistics, Sample surveys, Historical sources

第4回

"Mortality 1 – Epidemiologic transition" Industrial revolution and health/mortality transition, Causes of death

第5回

"Mortality 2 – Current Issues" Health and mortality inequality

第6回

"Modernization and Demographic Transition Theory 1 – Historical Analysis" Modernization theory, Transition
theories

第7回

"Modernization and Demographic Transition Theory 2 – Current Issues" Second demographic transition, Family
and household transition

第8回

"Midterm Exam"

第9回

"Fertility 1 – Fertility Transition" Theories of fertility decline, Proximate determinants

第10回

"Fertility 2 – Current Issues" Family and household transition and fertility, Below-replacement fertility, Fertility
measures

第11回

"Migration 1 – Urbanization and Migration" Urbanization, Measures of migration

第12回

"Migration 2 – International Migration" Theories of international migration, Consequences of international
migration

第13回

"Class Discussion" Population challenges in Japan

第14回

"Final Exam"

第15回

"Review and Summary"

授業方法
The class will be based on lectures and group discussions.
準備学習（予習・復習）
Students are expected to read the assigned chapter (approx. 1 hour).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ Midterm exam
レポート
小テスト
30 ％ Final exam
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ Response paper (20%), Class Participation (20%)
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Instructor's feedback will be provided during class.
教科書
Population: An Introduction to Concepts and Issues,John R. Weeks,Cengage,10,2008
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
履修にあたり、「計量社会学」を履修していることが望ましい。
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511400101

科目名

Case Study Methods

英文科目名

Case Study Methods

担当者名

牧田 りえ

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ３時限 中央－４０２

科目ナンバリング

051A352

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
Although case studies are frequently used to analyze a variety of issues in real settings, they are not necessarily understood properly as a
research approach. This course provides basic strategies of the research approach with students who plan to use case study methods for their
graduation theses and/or who want to apply the methods to a wide range of academic and professional research activities after graduation.
Students are expected to do brief exercises and read research papers adopting case study methods, which will help students understand key
points of lectures more deeply. In the latter half of the course, students will have an opportunity to actually design and practice some of the
learned case study methods in groups.

到達目標
(1) To understand the basics of case study methods broadly used in social sciences and other practical research activities. (2) To
be able to read research papers efficiently.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction: Research questions and different research approaches

第2回

How to know whether and when to use the case study approach

第3回

How to find good research questions

第4回

How to read research articles

第5回

Essential components of case study research designs

第6回

Different types of case studies

第7回

Examining a sample article (1): Single case study 1

第8回

Examining a sample article (2): Single case study 2

第9回

Collecting case study evidence (data); preparing for data collection

第10回

Experiencing data collection and interpretation

第11回

Examining a sample article (3): Multiple case study

第12回

Analyzing case study evidence (data)

第13回

Planning a research project; reporting case studies

第14回

Variations in data collection; preparation for the term paper

第15回

Wrap-up

授業方法
Lectures, brief exercises, and group or individual research work.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to review each session's lecture materials.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％ Examination of a case study research
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
60 ％ Active participation in in-class exercises and group work
activities.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
An overall review of submitted term papers will be reported through G-Port or Moodle.
教科書コメント
PowerPoint slides are designed as a textbook. Complementary handouts will be distributed in class.
参考文献
Case Study Research Design and Methods*,Robert K. Yin,Sage Publications,5th,2013,978-1452242569
Application of Case Study Research,Robert K. Yin,Sage Publications,3rd,2011,978-1412989169

参考文献コメント
*The Japanese version of an earlier edition is available in the library.
履修上の注意
This course is designed primarily for students who plan to write a graduation thesis.

講義コード

U511401101

科目名

International Migration

英文科目名

International Migration

担当者名

玉置 えみ

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 中央－３０３

科目ナンバリング

051A353

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
This class aims to familiarize students with the history, theories, data, and policies regarding international migration. Using Castles et al. (2013)
"The Age of Migration" and other sociological studies of international migration, Weeks 1 through 12 will focus on various issues in international
migration. Topics will include theories of international migration, social, economic, political, and cultural integration of immigrants, transnational
migration, and policy debates. In Weeks 13 and 14, students will present immigration policies of a country of their choosing and compare and
contrast challenges of immigrant-receiving societies. Through this class, students will be able to understand why international migration occurs,
how immigrants transform societies, and the reaction of host countries.

到達目標
Students will be able to understand key issues in international migration, including the history, theories, and challenges of
international migration.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction: Concepts, data, and methods in international migration research

第2回

Theories of international migration

第3回

History and trends in global migration

第4回

Migration and society

第5回

Migration and economy

第6回

Migration and health

第7回

Migration and politics

第8回

Midterm exam

第9回

Migration and culture

第10回

International migration and Japan

第11回

Current issues in international migration

第12回

Review and final exam

第13回

Student presentations 1

第14回

Student presentations 2

第15回
授業方法
The class will be based on lectures, group discussions, and student presentations.
準備学習（予習・復習）
Students are expected read and summarize the assigned weekly readings (approx. 1 hour).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ Midterm exam
レポート
小テスト
20 ％ Final exam
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ Group presentation (30%), Response paper and class
participation (20%)
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Instructor's feedback will be provided during class.
教科書
The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World,Stephen Castles, Hein de Haas, and Mark J.
Miller ,Guilford Press,5,2014,978-0230355774

講義コード

U511500101

科目名

中国経済論

英文科目名

Introduction to the Chinese Economy

担当者名

趙 萌

単位

2

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 西２－５０１

科目ナンバリング

051A104

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
過去30年間に渡り、中国の経済は急成長を遂げ、今日では、「世界の工場」と呼ばれ世界第2位の経済力を持つまでに至っている。
今後は、中国経済のさらなるグローバル化が世界経済へ及ぼす影響が大きく注目される。この授業では、中国経済の歴史的背景、
仕組み、経済政策などを紹介した上で、中国経済がどのように発展してきたのか、なぜ中国は高い経済成長を遂げることができたの
か、現在、中国経済がどのような問題を抱えているのか、などを論じ、中国経済の進む方向を考察していく。
到達目標
中国経済の仕組みに関する基礎知識を身につけ、中国の経済成長の要因、特徴、現状と課題について討論・ 論述できるようにな
る。中国に関連するグローバル問題について理解を深める。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション

第2回

伝統経済と近代工業の発展

第3回

社会主義と計画経済

第4回

改革開放期：農村からのスタート

第5回

改革開放期：市場経済化への道

第6回

改革開放期：主な経済改革

第7回

人口と労働市場

第8回

財政と金融

第9回

国有企業

第10回

国際貿易の概観

第11回

対外開放と外資の導入

第12回

技術と産業発展

第13回

これからの中国経済

第14回

理解度の確認とまとめ

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により学修内容の回数が前後することがある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
講義ならびに討論
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
授業前に教科書の該当箇所を読み、授業後に講義資料を全て読み返すこと（約45分）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
50 ％ 持ち込み不可の期末試験による評価
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 出席状況、聴講態度と授業中の提出物による評価
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
学年末試験については、Moodle上で模範解答と解説を掲載する。
教科書
現代中国経済,丸川知雄,有斐閣,2013,4641220077
参考文献コメント
他の参考資料を初回講義の際に紹介する。
履修上の注意

第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511501101

科目名

アジア経済論

英文科目名

Introduction to the Asian Economy

担当者名

末廣 昭

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 西２－４０２

科目ナンバリング

051A105

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
日本にとってアジアは、ますます重要な地域になっている。そこで、アジア（国際社会）を見ていく上で3つの開発指標（経済、社会、
人間）があることを示し、次いで、アジア社会が単一な地域ではなく、人口規模、地理的条件、民族・言語、宗教面で多様な世界であ
ることを理解する。その上で、アジアの経済成長、貧困と格差、人口転換、農業発展、工業発展、労働市場、教育制度、地球環境問
題などを順次取り上げ、最後に、アジアと日本の関係の現状と今後、日本の経済協力（開発協力）の動向、日本が取り組むべき課題
が何かについて理解が進むように授業を行う。
到達目標
アジア経済の概要を世界経済の中で把握し、経済発展のパターンと特徴を理解すると同時に、日本とアジアのかかわりと今後の課題
を、自分自身の頭で考える力を養う。
授業内容
実施回

内容

第1回

ガイダンスと地理的概念

第2回

3つの開発指標：経済・社会・人間

第3回

アジアの多様性：人口、宗教、政治、税金

第4回

世界の中のアジア経済：そのダイナミズム

第5回

貧困問題と経済的不平等

第6回

人口転換と人口ボーナス

第7回

農業の発展と「緑の革命」

第8回

工業の発展：後発工業国のキャッチアップ

第9回

輸出構造の変化と域内貿易の深化

第10回

直接投資と技術移転

第11回

中間テストを実施 （穴埋め方式）

第12回

教育制度と人的資本

第13回

アジアと地球環境問題

第14回

アジア経済と日本：現状と課題

第15回

総括

授業計画コメント
中間テストは、第11回目の授業中に、すでに授業で取り上げた問題について、20問の穴埋め方式の問題を行う。
授業方法
特定のテキストは用いず、随時、講師が準備したデータ、資料などをハードコピー（24スライドもしくは32スライドのパワーポイント資料）
で配布する。講義の内容と意図が理解できるように、できるだけ具体例を提示し、知的好奇心と自分で考える力を養成する。また、ほ
ぼ毎回の授業で、成績には関係のない、簡単なレポートやクイズ形式の質問を実施する。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回、レジュメを用意するので、そこで示された資料なり報告書などをできるだけ読むようにする。Moodle には、授業のたびに配布す
る「配布用資料」とは別に、より詳しいデータや説明を加えたパワーポイント資料をアップロードするので、予習、復習で最低30分は目
を通しておくこと。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
40 ％ 記述式（解答の正確さと共に、考える力の方を重視する。ま
た、キーワードの概念が理解されているかどうかを見る）
中間テスト
20 ％ 穴埋め方式（解答の正確さと共に、考える力の方を重視する。
また、キーワードの概念が理解されているかどうかを見る）
レポート
小テスト
0 ％ 理解度を向上させるため毎回実施
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ 出欠をカードリーダでとると共に、毎回小テストを実施する
（出席が授業回数の3の2以上であることを目標とする）
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント

記憶力ではなく、講義中に配布した資料や、ムードルにアップロードしている参考資料をもとに、どれだけ自分自身の頭で考えている
かどうかを重視する。そのため、中間テスト、学期末試験ともに、授業中の配布資料の持ち込みは認めている。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
毎回の講義ごとに、簡単なミニテストやレポートを要求する。その繰り返しで、講義の内容を確認する。
また、小テストなどの結果については、講義のなかと、Moodleを使って、学生にフィードバックする。
学期末試験のフィードバックは Moodleに掲載する。
教科書コメント
とくになし。毎回、スライド24枚（A4裏表で3ページ）、もしくはスライド32枚のレジュメを作成して配布する。
参考文献
Key Indicators for Asia and the Pacific,Asian Development Bank,Asian Development Bank,最新,2019
World Development Indicators：Online service,World Bank,World Bank,最新,2019
Human Development Report,UNDP,United Nations,最新,2019
World Investment Report,UNCTAD,United Nations,最新,2018
FAOSTAT,FAO,United Nations,最新,2019
参考文献コメント
いずれの資料も、ウェブサイトからダウンロードが可能。
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511502101

科目名

国際開発論

英文科目名

Introduction to International Development

担当者名

山崎 泉

単位

2

時間割

第１学期 金曜日 ４時限 西２－２０１

科目ナンバリング

051A106

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
この授業では開発途上国の様々な課題と国際協力について学ぶ。具体的には、貧困、食と栄養、保健/衛生、ジェンダー、教育、農
業、経済、雇用、行政/政治、環境等における課題を学ぶ。そして二国間援助機関や多国間援助機関、NGO、企業がそれらの課題
にどのように取り組んでいるかを知る。さらに、日本が国際社会においてどのような貢献をしているかについても学ぶ。授業ではそれ
ぞれのテーマに関連する専門用語や簡単な統計を紹介する一方で、担当教員の国際機関やNGOでの経験をもとに、具体的な事例
を画像や映像を交えて紹介しながら、それぞれの課題を説明する。
到達目標
開発途上国が抱える様々な課題を知り、日本をはじめ様々なアクターがどのようにその課題に取り組んでいるかを学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション/開発とは何か/国際開発とは何か

第2回

貧困とは何か/開発途上国の貧困問題

第3回

開発途上国の保健と衛生の課題

第4回

開発途上国の教育の課題

第5回

開発途上国のジェンダーの課題

第6回

開発途上国の農業と農村の課題

第7回

開発途上国の雇用の課題

第8回

開発途上国の経済の課題

第9回

開発途上国の環境の課題

第10回

開発途上国の行政と政治の課題

第11回

援助の潮流/ミレニアム開発目標/持続可能な開発目標

第12回

多国間援助機関の取り組み

第13回

日本の取り組み/二国間援助機関の取り組み

第14回

NGOや企業の取り組み

第15回

総括

授業方法
講義形式（基本的には講義を行うが、グループディスカッションも取り入れる）
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
週1.5時間程度。教科書の該当部分や提示された資料を予習して参加すること。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％ 1.授業で学んだ専門用語が習得できているか、2.授業の内容
に関し統計指標を使って議論できる知識・能力が身について
いるかを評価する。
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ クラス参加、グループ作業の成果、授業の終わりに書いてもら
う授業への感想・質問等を平常点として加味する。
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
学期末試験の講評はMoodleに掲載する。
教科書
テキスト国際開発論－貧困をなくすミレニアム開発目標へのアプローチ,勝間靖,ミネルヴァ書房,2012,9784623061396
参考文献コメント

参考文献は適宜紹介する。
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
・機会があれば国際機関やNGOで仕事をしている方を招く回も設ける。
・授業中は、教員の許可がない限りは携帯電話やパソコン等の使用を認めない。他の学生の迷惑となる行為（私語、途中出入りな
ど）は厳禁。これらの行為について複数回注意しても改善がみられない場合は単位を与えない。
・本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511503101

科目名

世界の宗教文化

英文科目名

Religious Cultures in the World

担当者名

平藤 喜久子

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 ５時限 西２－４０１

科目ナンバリング

051A118

配当年次

学部 １年～４年

授業概要
神話や宗教は、文化資源として絵画や音楽など人間の創造的な営みに大きな影響を及ぼしてきた。現代でも映画やマンガ、ゲーム
などのなかにも、神話や宗教の影響を受けたものは多い。また、社会の多文化化がすすむなかで、日常生活のなかでも海外の宗教
文化に触れたり、日本の宗教文化について考えたりする機会が増えてきている。この授業では、まず世界の主要な神話や宗教につ
いて基本的な知識を得る。その上でこれらの宗教文化の学びが国際社会で生かされる場面を考え、学んでいく。
到達目標
世界の主要な宗教文化について、基本的な知識を得て、宗教に関して国際社会で通用する見方や行動ができるようになる。
授業内容
実施回

内容

第1回

人間と宗教・日本人と宗教

第2回

古代オリエントの神話と宗教

第3回

ギリシャ・ローマの神話と宗教

第4回

ユダヤ教

第5回

キリスト教の教えと成り立ち

第6回

キリスト教の展開

第7回

日本とキリスト教

第8回

イスラームの教えと成り立ち

第9回

現代のイスラーム

第10回

仏教の教えと成り立ち

第11回

仏教の展開

第12回

日本と仏教

第13回

新宗教

第14回

現代日本の宗教

第15回

総括

授業計画コメント
授業計画については、受講者と相談の上変更する可能性がある。
授業方法
教科書を使用する講義形式。写真や動画なども活用していく。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
各回の授業テーマに該当する教科書の頁、および参考文献を読んでおく。(約30分)
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
70 ％ 講義内容を理解し、論理的に記述できているかを評価する。
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ 授業時に求めるfeedbackなどへの回答を評価する。
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Manaba等を使用したFeedbackを求める。
次回の授業時に、その概評およびいくつかの質問への回答を行う。
教科書
よくわかる宗教学：やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ,櫻井義秀・平藤喜久子,ミネルヴァ書房,2015,9784623072750
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他

本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511600101

科目名

中国社会の経済分析

英文科目名

Economic Analysis of Chinese Society

担当者名

趙 萌

単位

2

時間割

第１学期 月曜日 ２時限 西２－５０１

科目ナンバリング

051A204

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
中国は世界第2位の経済大国になったものの、未だに数千万人は経済発展の恩恵を十分に享受できず、まだ極貧状態にいる。急速
に拡大した貧富の格差は経済的弱者の不満を招き政治社会の安定を脅す一方、国内需要や人的資本の蓄積に負の影響を与えて
いる。この授業では、中国の貧困問題と格差問題に注目し、これらの問題の原因やその深刻な影響などを多面的・多角的に議論す
る。
到達目標
中国の貧困と社会格差などの発展問題への理解を深め、これらの問題のグローバル社会に対する影響について議論できるようにな
る。また、実際のデータを利用した簡単なデータ分析をできるようになる。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション

第2回

経済成長と貧困問題

第3回

経済成長と所得格差問題

第4回

所得格差の影響

第5回

実証データ分析（実習）

第6回

都市と農村の構造格差

第7回

地域格差と地域政策

第8回

教育制度と教育格差

第9回

実証データ分析（実習）

第10回

社会保障の現状と課題

第11回

腐敗問題

第12回

学生によるプレゼンテーション

第13回

学生によるプレゼンテーション

第14回

学生によるプレゼンテーション

第15回

総括

授業計画コメント
担当教員により学修内容の回数が前後することがある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
講義ならびに討論、グループ・プロジェクト
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
授業中に配布した資料の必要部分を全て読み返し、疑問点をまとめておくこと（約45分）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ・プロジェクトのレポートによる評価
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 出席状況、討論への参加状況とプレゼンテーションによる評
価
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
教科書コメント
特定のテキストを使用せず、担当者が作成したノートによる講義を行う。
参考文献コメント

参考資料を初回講義の際に紹介する。
履修上の注意
第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他
履修にあたり、「中国経済論」と「社会科学のためのデータ分析」を単位修得していることが望ましい。
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511601101

科目名

地域研究の手法

英文科目名

Area Studies Methods

担当者名

末廣 昭

単位

2

時間割

第１学期 火曜日 ２時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A205

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
地域研究(Area Studies)は、経済学、国際政治学、人類学といった独立したディシプリンではなく、「他者（外国や異文化社会）理解」
のためのひとつの研究手法であり、同時に国際社会で活動するために不可欠の手法であることを説明する。その上で、地域研究がも
つ特徴と意義を、モノ（輸入食品）、現場（職場や生活の場）、企業活動の3つに分けて具体的に紹介する。さらに、海外調査の実践
的な側面(フィールドノートの取り方など)を伝授する。最後に、グローバル化やネット情報社会の普及のもとで、地域研究が直面する
問題点にも触れる。
到達目標
「地域研究」という手法（知の技法）の面白さをまず受講生に伝え、地域研究の意義とその重要性を示す。そのうえで、ある特定のモノ
や企業を事例にしながら、日本と外国との関係を「地域研究」的手法で分析するツールを学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

地域研究の面白さ：暦・度量衡・民主主義

第2回

地位研究と学問のディシプリン

第3回

モノ・アプローチ（1）：えびと日本人

第4回

モノ・アプローチ（2）：焼き鳥と日本人

第5回

現場アプローチ（1）：タイ人と働く。同じ時間帯に、自分で取り上げる商品・企業を暫定的に選ぶ

第6回

現場アプローチ（2）：都市スラムに暮らす

第7回

企業アプローチ（1）：コンビニエンスストア

第8回

企業アプローチ（2）：世界の自動車メーカー、電気自動車

第9回

調査手法（1）：フィールド・リサーチの達人たち

第10回

中間テスト 自分で選択した商品に関する記述式のレポート

第11回

調査手法（2）：調査の設計とデータベースの構築

第12回

調査手法（3）：フィールドノートの実例

第13回

岐路にたつ地域研究（１）：グローバル化と情報技術の発達

第14回

岐路にたつ地域研究（２）：研究者のコミットメント

第15回

総括

授業計画コメント
講義内容の構成に基本的な変更はないが、毎年データは最新のものに更新し、必要があれば商品や企業の差し替え、テーマの変
更も行う。国際情勢の変化をにらみながら、フレキシブルに対応していきたい。
授業方法
毎回の講義は、パワーポイントにまとめ、講義のなかで使用する完全版は Moodle に掲載し、講義の中で配布するハードコピーは「簡
略版」（スライド２４枚か３２枚、A4で裏表３頁か４頁の配布資料）を使用する。
また、関連する参考資料や統計データは随時、Moodle にアップロードするので、こまめにMoodle にアクセスすること。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回、講義で使用するパワーポイント資料は Moodle に掲載するので、予習や復習（30分）の際に利用すること。
また、講義の中で紹介する本や資料を、図書館で借り出して読む努力もしてほしい。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
40 ％ 地域研究は、問いに対して「正しい答え」を示すことが目的で
はなく、対象（他者）を柔軟に捉え、その実態を理解すること
が目的であるので、自分の足で調べ、自分の頭で考えるとい
うプロセスを何より重視する。
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ 自分が選んだ商品についての調査の中間報告を兼ねた、記
述式の問題
レポート

レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ カードリーダーによる出欠はとらない
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
モノ、企業、産業のいずれかから具体的な事例を取り上げ、日本と海外との関係について論点を整理して論じることを要求する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
必要なフィードバックは、講義の中と Moodle を使って、受講生に伝達する。
学期末試験などの講評は、Moodle に掲載する。
参考文献
都市を生きる人々,遠藤環,京都大学学術出版会,2011,9784876989867
経営学のフィールド・リサーチ,小池和男・洞口治夫編,日本経済新聞社,4532133092
タイ人と働く：ヒエラルキー的社会と気配りの世界,ホームズ＆スチャダー(末廣昭訳）,めこん,2000,4839601348
タイ 開発と民主主義：岩波新書,末廣昭,岩波書店,1992,9784004302988
現代インドのカーストと不可触選民,鈴木真弥,慶應義塾大学出版会,2015,9784766422825
参考文献コメント
できるだけ意欲的に参考文献などを読んでほしい。
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511602101

科目名

アフリカ経済論

英文科目名

Introduction to the African Economy

担当者名

山崎 泉

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ２時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A206

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
この授業では、最初にアフリカの経済に影響を与えている歴史的、地理的背景を学び、次にアフリカ経済における課題について詳し
く学んでいく。具体的なテーマとしてはアフリカの植民地制度や奴隷制度とそれらの現在までの影響、アフリカの地域別の特色、独立
後の政治・政策と紛争の歴史、これまでのアフリカの経済成長の阻害要因、累積債務と構造調整政策、最近の経済成長と中国の影
響、貿易と世界との関係、農業と土地保有、貧困と不平等、人的資本投資、インフォーマル経済等である。これらについて統計指標、
経済理論や簡単な回帰分析結果など活用し説明する。
到達目標
アフリカの経済における課題とその歴史的地理的背景を学ぶ。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション、アフリカ入門

第2回

植民地制度と奴隷制度

第3回

独立後の政治・政策と紛争の歴史

第4回

経済成長の理論と現状

第5回

貧困と不平等

第6回

農業と土地保有

第7回

累積債務と構造調整政策

第8回

グローバリゼーションと貿易

第9回

雇用と労働/インフォーマル経済

第10回

人的資本投資（医療保健と教育の課題）

第11回

民族多様性と経済開発

第12回

最近の経済成長と中国の影響

第13回

政府とガバナンス

第14回

開発援助とアフリカ

第15回

総括

授業方法
講義形式（基本的には講義を行うが、グループディスカッションも取り入れる）
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
週1.5時間程度。教科書の該当部分や提示された資料を予習して参加すること。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％ 専門用語・基礎概念・関連統計の理解の確認、アフリカの課
題について理解し議論ができるかの確認をする。
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ クラス参加、グループ作業の成果、授業の終わりに書いてもら
う授業への感想・質問等を平常点として加味する。
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
学期末試験の講評はMoodleに掲載する。
教科書
現代アフリカ経済論』,北川勝彦・高橋基樹編著,ミネルヴァ書房,2014,9784623071722
履修上の注意
・第1回目の授業に必ず出席のこと｡
その他

・履修にあたり、必須ではないが経済学や統計学に関する基礎的な授業（「社会科学のためのデータ分析」、「統計学（国際社会科
学科）」、「ミクロ経済学（国際社会科学科）」、「マクロ経済学（国際社会科学科）」等）を単位修得していることが望ましい。
・機会があれば国際機関やNGO等でアフリカに関わる仕事をしている方を招く回も設ける。
・新聞などを通しアフリカに関する情報を収集し、積極的に授業に参加すること。
・授業中は、教員の許可がない限りは携帯電話やパソコン等の使用を認めない。他の学生の迷惑となる行為（私語、途中出入りな
ど）は厳禁。これらの行為について複数回注意しても改善が見られない場合は単位を与えない。
・本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511603101

科目名

Modern Chinese Economy

英文科目名

Modern Chinese Economy

担当者名

趙 萌

単位

2

時間割

第２学期 月曜日 ２時限 西２－５０１

科目ナンバリング

051A254

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
China is today a transitional economy； that is, it is an economy in transition from planned socialism to capitalism. The modern Chinese economy
has many unique characteristics that differentiate it from other economic systems. What is the “socialist market economy with Chinese
characteristics” advocated by the Chinese government? How does China successfully make the two traditionally opposite economic forms work
well together? Can China’s economic reforms and growth be repeated in other developing economies? How does the globalization of Chinese
economy affect the world economy and Japan? This course will provide an overview of diverse backgrounds of Chinese economy and guide
students to use economic tools to explore, understand and analyze the dynamic transformation of Chinese economy and society.

到達目標
Upon completing this course, students are expected to be able to: (1) develop a better understanding of the characteristics and
problems of China’s economic transition from a global perspective: (2) engage in discussion on China’s economic policies and
issues in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Legacies and Setting

第3回

A comparison between China and former Soviet bloc

第4回

China Reality Check: Xi Jinping's Economic Reforms: Progress, Challenges, and Contradictions (Online Learning)

第5回

Understand China’s economic growth with economic models

第6回

Is China investing too much?

第7回

Can China be transformed to consumption-led economy?

第8回

How did the economic reforms build up the rising state capitalism?

第9回

China’s industrial development and transformation

第10回

China and the world

第11回

Is China’s labor market a well-functioning market for labor?

第12回

China’s macroeconomy

第13回

Will China continue to grow? An outlook of China’s future

第14回

In-Class Quiz/Presentation

第15回

Review and Summary

授業計画コメント
It is possible that the lecturer will make changes to the content and schedule.
授業方法
Lecture and classroom discussion
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Read the assigned chapters of the textbook or reading materials and review the lecture notes before coming to class
(approximately 60 mins).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
50 ％ Evaluation based on the final exam
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ Evaluation based on the participation and performance in
class and classroom discussion
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The explanation of the final exam will be posted on the Moodle.
教科書
The Chinese Economy: Adaptation and Growth,Barry Naughton,The MIT Press,2018,0262640643

参考文献コメント
Reading materials will be introduced in the first lecture.
履修上の注意
Participation of the first lecture is required.
その他
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511604101

科目名

Emerging Asian Economy and Society

英文科目名

Emerging Asian Economy and Society

担当者名

末廣 昭

単位

2

時間割

第２学期 火曜日 ２時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A255

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
Emerging Asian countries, including China and India, have become the most important driving forces for the world economy. As a result, many
arguments have focused the rapid growth of these countries, but they have hardly touched on increasing social problems. This lecture provides
four different pictures of emerging Asian economies: Factory Asia (production networks, regional economic integration etc.), Consumer Asia,
Aging Asia, and Exhausted Asia (economic inequalities, stress society). Students are requested to debate each issue in reference to the desirable
new role of Japan in this area.

到達目標
Putting the priority of lecture on creation of the capacity to understand and analyze emerging Asian economies from the
viewpoints of four different aspects (Factory Asia, Consumer Asia, Aging Asia and Exhausted Asia). At the same time, students are
expected to seek for the solution of social problems facing Asian countries/regions in the present time.
授業内容
実施回

内容

第1回

Classification of Countries in the World: Definition by IMF and the World Bank

第2回

Genealogy of Studies on the Emerging Asian Economies

第3回

How to Grasp the Presence of Emerging Asia: Various Indicators

第4回

Factory Asia 1: IT Industries and East Asian Intra-Regional Trade

第5回

Factory Asia 2: Catch-up Industrialization

第6回

Factory Asia 3: New Technology Paradigm

第7回

Consumers Asia 1: Urbanization and the Rise of Middlle Class

第8回

Consumers Asia 2: Changes in Consumption Pattern and the Rise of Service Industries

第9回

Aging Asia 1: Demographic Bonus and Economic Development

第10回

Mid-term examination: anaume-type quizzes

第11回

Aging Asia 2: Social Security and Welfare System in East Asia

第12回

Exhausted Asia 1: Rising Economic Inequality

第13回

Exhausted Asia 2: The Hopeless Youth and Society with Increasing Stress

第14回

New Role of Japan in the Emerging Asian Economies: From "An Advanced Industrial Country" to "An Advanced
Issue-Tackling Country"

第15回

Summary

授業方法
By employing documents delivered in each lecture, I provide students with basic knowledge, key concepts and important statistical
data. Interesting academic papers, reports and statistics are uploaded at any time in Moodle.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There are two different types of power point based documents. First one is an abstracted version which will be delivered to the
students in each lecture, while the other is a full-text version which is uploaded in Moodle. Students are requested to look at
these documents in addition to a textbook and references. There will be a fair homework. The time required to complete homework
and preparation depend on each individual (around 60 minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
40 ％ Description type
中間テスト
20 ％ Description type
レポート
小テスト
0 ％ Quizzes are introduced in each lesson
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ Check the attendance by using card readers, together with
quizzes in every lecture
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Attendance is one of the most important elements in evaluation.
Second term examination is to examin the ability of a student in logical explanations on the questions by using selected keywords.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Giving feedback to students in lessons and comments through moodle.
教科書
新興アジア経済論,末廣昭,岩波書店,2014,9784000287425
参考文献
Catch-up Industrialization: The Trajectory and Prospects of East Asian Economies,Suehiro, Akira,NUS
Press,2008,9784876987412
検証・アジア経済：深化する相互依存と経済連携,石川幸一・馬田啓一・清水一史,文眞堂,2017,9784830949449
現代アジア経済論：アジアの世紀を学ぶ,遠藤環ほか編,有斐閣,2018,9784641184428
その他
Giving necessary information, documents, and statisitical data thorugh the website of my lessons in moodle.
本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511605101

科目名

Economic Development

英文科目名

Economic Development

担当者名

山崎 泉

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ２時限 西２－３０１

科目ナンバリング

051A256

配当年次

学部 ２年～４年

授業概要
This course is an introductory course on the theories and empirical studies in development economics. The topics covered in the course are
theories of economic development, poverty and inequality, population growth and development, urbanization and rural-urban migration, human
capital, agriculture and rural development, development policy making, and problems and policies from the international and macro perspectives.
The course uses one of the popular textbooks on development economics written in English.

到達目標
Learn issues related to economic development in developing countries based on theories of development economics and empirical
studies.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction/What is Economic Development? What is Development Economics?

第2回

Comparative Economic Development

第3回

Theories of Economic Growth and Development 1

第4回

Theories of Economic Growth and Development 2

第5回

Poverty, Inequality and Development

第6回

Population Growth and Economic Development

第7回

Urbanization and Rural-Urban Migration

第8回

Human Capital: Education and Health in Economic Development 1

第9回

Human Capital: Education and Health in Economic Development 2

第10回

Agricultural Transformation and Rural Development

第11回

The Environment and Rural Development

第12回

Development Policy Making and the Roles of Market, State, and Civil Society

第13回

Problems and Policies from the International and Macro Perspectives

第14回

Further Studies on Development Economics

第15回

Review and Summary

授業方法
Lecture and group discussion.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
2 hours a week. Students are required to read reading materials for each class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
70 ％ Closed book exam on the contents of the lectures.
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Attendance, contents of the response papers, participation
in the class are evaluated
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on the examination will be given through Moodle.
教科書
Economic Development：The Pearson Series in Economics,M. P. Todaro & S. C. Smith,Prentice Hall,12th
Edition,2014,9780133406788
教科書コメント
Students can purchase either a hardcover (published in 2014) or a paperback (published in 2015) of Economic
Development 12th Edition.
参考文献

The Elusive Quest for Growth: Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics,William Easterly,MIT
Press,2002,9780262550420
Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty,Abhijit Banerjee and Esther Duflo,Public
Affairs,2012,9781610390934
参考文献コメント
Other recommended readings will be provided in the class
履修上の注意
Please attend the first class of the course.
その他
・It assumes that students have at least some background in economics, statistics and econometrics. Therefore, it is suggested
that students take introductory courses on economics and statistics such as “Statistics”, “Data Analysis for Social Sciences”,
“Microeconomics” and “Macroeconomics” in advance or in the same semester.
・The use of mobile/smart phones and laptops is prohibited without permission.
・Behaviour disturbing the lecture (e.g. talking with other classmates and coming to the class late and leaving early) is strictly
prohibited. If a student keeps disturbing the lecture even s/he get a couple of warnings, s/he cannot obtain credits of the class.
・本授業は、教職課程の「教科に関する科目」を兼ねる。

講義コード

U511700101

科目ナンバリング

科目名

China's Economic Sustainability and Social Issues

英文科目名

China's Economic Sustainability and Social Issues

担当者名

趙 萌

単位

2

時間割

第１学期 月曜日 ３時限 西２－５０１

配当年次

051A354

学部 ３年～４年

授業概要
China’s fast economic growth has been slowing down under the influence of the global financial crisis and recession. The Chinese government
took a series of stimulus measures to prevent a further slowdown of the economy. However, these measures are not able to solve the fundamental
problems facing China. Besides the deep rooted structural problems, various environmental and social problems are casting serious doubts on the
sustainability of Chinese economy. This course will provide detailed discussion on various economic and social issues, including structural
economic issues, environmental and natural resource problems, inequality problems, social security issues and so forth. Students will be guided
to explore these problems to develop a better understanding of China’s economic sustainability.

到達目標
Upon completing this course, students are expected to be able to: (1) analyze the major economic and social problems facing
China logically and critically; (2) engage in discussion on China’s economic sustainability in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Environmental Problems

第3回

Is China Destroying the Earth? (Online Learning)

第4回

Environmental Problems and Sustainability

第5回

China's Environmental Policies

第6回

Introductory Health Economics

第7回

Population Aging and Health

第8回

Health Care System

第9回

Sustainability of Social Security System

第10回

Health, Information and Life Style

第11回

The Future of China's Economic Development

第12回

Student Presentation

第13回

Student Presentation

第14回

Student Presentation

第15回

Review and Summary

授業計画コメント
It is possible that the lecturer will make changes to the content and schedule.
授業方法
Lecture and classroom discussion
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Read the assigned reading materials and review the lecture notes before coming to class (approximately 60 mins).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ Evaluation based on a term paper
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ Evaluation based on in-class quiz, class participation and
presentation
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Discussion about the term paper and presentation will be posted on the Moodle.
教科書コメント
No specific textbook will be assigned. The lecturer will prepare her own lecture notes which will be posted on the Moodle.
参考文献コメント

Reading materials will be introduced in the first lecture.
履修上の注意
The participation of the first lecture is required.
その他
This course is one of the courses based on the CLIL.
Students are recommended to take at least one of the Introductory Chinese Economy, The Economic Analysis of Chinese, and
the Modern Chinese Economy before taking this course.
Always try to relate what you have learned in class to the real-word problems.

講義コード

U511701101

科目名

Politics and Economy in Southeast Asia

英文科目名

Politics and Economy in Southeast Asia

担当者名

末廣 昭

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 西２－４０２

科目ナンバリング

051A355

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
Southeast Asia or ASEAN countries are one of the most important areas for contemporary Japan. Lectures provide five major characteristics
shared by ASEAN countries: colonial regimes, Japan’s occupation and political independence, developmental regime, democratization, and trial
of welfare society. Furthermore, particular topics are selected in each country such as Thailand (monarchy and democracy, NAIC economy),
Malaysia (multi-ethnicity state, the middle-income trap), and Indonesia (the curse of resources). The birth of the ASEAN Economic Community
or AEC and the rise of new members of ASEAN (CLMV) are also discussed in lectures.

到達目標
Putting the priority of lecture on creation of the capacity to understand and analyze the characteristics of contemporary politics
and economy in Southeast Asia. At the same time, students are expected to prospect the direction of political and economic
changes in Southeast Asian countries.
授業内容
実施回

内容

第1回

The Concepto of Southeast Asia and Its Diversity

第2回

Historical Background 1: Colonial Regime and Colonial Economy

第3回

Historical Background 2: Impact of Japanese Occupation and Political Independence

第4回

Historical Background 3: The Rise of Developmental States

第5回

Historical Background 4: Foundation of ASEAN and Its Regime

第6回

Overview of Political Change: Democratization, Welfare State, and Retrogression

第7回

Politics in Thailand: The King and Thai-style Democracy

第8回

Politics in Malaysia: Multi-ethnic State, Bumiputera Policies, and Return of Mahathir

第9回

Overview of Economio Change: Industrialization, Asian Crisies, and the Middle-Income Trap

第10回

Thailand's Economy: NAIC, Economic Boom, Thai-ness, and "Thailand 4.0"

第11回

Mid-term examination (anaume type)

第12回

Indonesian Economy: Population Great Country and the Curse of Resources

第13回

CLMV: The Last Economic Frontier in East Asia

第14回

The Future of Southeast Asia: Autonomous ASEAN or Sinicization

第15回

Summary

授業計画コメント
Southeast Asian countries have experienced dynamic changes in both politics and economy. In this lecture, after examining
historical backgrounds (colonial era, Japanese occupation, political independence, the rise of developmental states, and the
foundation of ASEAN), I will explain major characteristics in political changes and economic changes in Southeast Asia in general
and in specific countries (Thailand, Malaysia, Indonesia) in particular for the past two decades. Lastly, I will forecast the future of
Southeast Asia in reference to increasing influence of China in the region (Sinicization). Students are required to look at Southeast
Asia from the compound eyes: the regional level and a specific country level.
授業方法
By employing documents delivered in each lecture, I provide students with basic knowledge, key concepts and important statistical
data. Intersting academic papers, reports and statistics, if any, are uploaded in Moodle.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
There are two different types of power point based documents. First one is an abstracted version which will be delivered to the
students in each lecture, while the other is a full-text version which is uploaded in the Moodle. Students are requested to look at
these documents in addition to a textbook and references. There will be a fair homework. The time required to complete homework
and preparation depend on each individual (around 60 minutes).
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
40 ％ description, three or four questions
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ anaume type
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ at least 2/3 and more, using card readers. Quizzes will be

done in every lecture.
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
In the mid-term examination, students are asked knowledge concerning key concepts or important events. By constrast, in the
first term examination, students are requested to demonstrate their capacity of logical thingking way on the specific topic such as
the rise of developmental states in Southeast Asia.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
I will feedback my comments on mini reports and examination results in the process of my lectures and/or through the moodle
(website).
参考文献
「開発」の時代と「模索」の時代：岩波講座東南アジア史９,末廣昭編著,岩波書店,2002,9784000-110693
東南アジア地域研究入門３ 政治：東南アジア地域研究入門３,山本信人監修・編著,慶應義塾大学出版会,2017,9784766423969
入門東南アジア現代政治史（改訂版）,中野亜里ほか,福村出版,2016,9784571-400315
はじめての東南アジア政治：有斐閣ストゥディア,増原綾子ほか,有斐閣,2018,9784641-150584
履修上の注意
On the Moodle, I will upload powerpoint documents (for lectures) and academic reports/ statistical data relating to each lecture.
Students are expected to look at these documents at any time in the Moodle.
その他
Communicating with students by mainly using the Moodle and mail.

講義コード

U511702101

科目ナンバリング

科目名

Education and Economic Development in Africa

英文科目名

Education and Economic Development in Africa

担当者名

山崎 泉

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ４時限 南２－２００

配当年次

051A356

学部 ３年～４年

授業概要
This course provides an introductory survey of the links between education and economic development in African countries and other developing
countries. Topics covered in the course are average years of schooling and investment in education, issues in adult literacy, the factors that
influence access to primary and secondary education, higher education and its impacts on economic development, inequities in educational
outcomes on the basis of income/gender/race/ethnicity, the impact of structural adjustment on education spending, demand for education and
the returns to schooling, cost of education, issues in quality of education, decentralization and school choice. Case studies are used to explain
the topics.

到達目標
Learn how education affects economic development in Africa from the perspectives of economics of education. Be able to provide
policy recommendations to education in Africa.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction / Overview of Education in Africa / Basics of Economics of Education

第2回

Adult Learning and Literacy

第3回

Access to Education

第4回

Government Spending on Education 1

第5回

Government Spending on Education 2

第6回

Inequities in Education 1

第7回

Inequities in Education 2

第8回

Education and Economic Growth 1

第9回

Education and Economic Growth 2

第10回

The Demand for Education: The Returns to Education 1

第11回

The Demand for Education: The Returns to Education 2

第12回

The Costs, Supply and Quality of Education

第13回

Decentralization, School Choice and Education Policy Reform

第14回

Impact Evaluation of Education Policies and Programs

第15回

Review and Summary

授業方法
Lecture and group discussion
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
2 hours a week. Students are required to read reading materials for each class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
70 ％ Students are required to answer questions on contents of
the lectures in the report.(The assignment includes data
analysis using Stata.)
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Attendance and participation in the class are evaluated.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on the final report will be given through Moodle.
教科書コメント
No textbooks. Readings for each lecture will be provided in the class.
参考文献コメント

Recommended readings will be introduced in the class.
履修上の注意
Please attend the first class of the course.
その他
・It assumes that students have some background in economics, statistics and econometrics. Therefore, it is suggested that
students take introductory courses on economics and statistics such as “Statistics”, “Data Analysis for Social Sciences”,
“Microeconomics” and “Macroeconomics” in advance or in the same semester. It is also recommended that students take
"Introduction to the African Economy" in advance.
・If we get a chance, we invite a guest who works on education projects at an international organization or an NGO.
・The use of mobile/smart phones and laptops is prohibited without permission.
・Behaviour disturbing the lecture (e.g. talking with other classmates, and coming to the class late and leaving early) is strictly
prohibited. If a student keeps disturbing the lecture even s/he gets a couple of warnings, s/he cannot obtain credits of the class.

講義コード

U511800101

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

伊藤 匡

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
国際経済の様々な問題（例えば、トランプ大統領の経済政策やブレキシットなどの背景を探るような研究）について国際経済学のツー
ルを利用して分析する能力を身に着ける。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介

第2回

新聞記事紹介１

第3回

新聞記事紹介２

第4回

計量経済演習１

第5回

計量経済演習２

第6回

計量経済演習３

第7回

計量経済演習４

第8回

計量経済演習５

第9回

グループ編成、グループディスカッション

第10回

グループディスカッション

第11回

グループ作業

第12回

グループ作業

第13回

ゲストトーク

第14回

グループ発表

第15回

纏め

授業計画コメント
メンバー構成及び希望により変更の可能性あり。
授業方法
分析技術の習得のための演習。グループもしくは個人（選択可）によるテーマ選択、分析、レポート作成を行う。その過程において担
当教員が適宜助言を行う。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
週１～2時間
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
60 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
本科目は絶対評価とする。出席必須。正当な理由の無い欠席者は単位を取得できません。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業の中でフィードバックする。
教科書コメント
特定の教科書はない。参考図書は、適宜紹介する。

講義コード

U511800102

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

伊藤 元重

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 南１－２０１

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
経済学の基礎知識を身につけ、プレゼンテーション能力をつける。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、関心のあるテーマの提示

第2回

経済問題の例示と討議

第3回

同上

第4回

チーム分けをして、チーム内での討論

第5回

上記の発表、討議

第6回

各参加者のテーマ選択と指導

第7回

各参加者による第１回プレゼンテーション

第8回

同上

第9回

同上

第10回

全体での討議

第11回

同上

第12回

最終発表

第13回

同上

第14回

同上

第15回
授業方法
授業の中で討議、発表を行い、最終的にはレポートをまとめる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週２～３時間の準備が必要（課題を出します）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ レポートの内容
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ ディスカッションや発表の内容
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
レポートは内容を見て評価。
ディスカッションや発表は日頃のパフォーマンスを評価。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートを提出して、個別に本人とその内容についてコメントする。
その他
連絡はメールによる

講義コード

U511800103

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

乾 友彦

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
グループ単位の研究により、与えられたテーマに関して、実際のデータを使用してデータの整理、回帰分析を行い、研究レポートを
作成する。
授業内容
実施回

内容

第1回

最小二乗法（OLS）単回帰

第2回

単回帰の実際

第3回

多重回帰

第4回

ダミー変数、点推定と区間推定

第5回

多重回帰分析の実際

第6回

仮説検定

第7回

係数制約、多重共線関係、モデルの選択

第8回

分散不均一の問題

第9回

操作変数法、二段階最小二乗法

第10回

パネル分析の基礎

第11回

質的選択モデル

第12回

データの収集方法

第13回

収集したデータによる回帰分析

第14回

回帰分析による結果の解釈

第15回

レポートの作成

授業方法
参加者はパソコンを使用して、実際に分析作業を行う。グループワークが中心となる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
予め必要な資料、データを整理して講義に臨む。準備学習に必要な時間は3時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ データ分析を主とした研究レポートの提出
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ データ分析の課題
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートにコメントをつけて返却する。
教科書
EViewsによる計量経済分析,松浦克己・コリン・マッケンジー,東洋経済出版社,２,2015,978-4-492-31421-0
Stataによるデータ分析入門,松浦寿幸,東京図書,2,2015,978－4－489－02218－0
参考文献
日本の人事を科学する：因果推論に基づくデータ活用,大湾秀雄,日本経済出版社,1,2017,978-4-532-32150-5
計量経済学の第一歩：実証分析の進め,田中隆一,有斐閣,1,2015,978-4-641-15028-7

講義コード

U511800104

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

柏木 昌成

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
マクロ経済学の視点から日本経済・国際経済の諸問題を議論できること。
授業内容
実施回

内容

第1回

オーガナイゼーション

第2回

テキスト報告

第3回

テキスト報告

第4回

テキスト報告

第5回

テキスト報告

第6回

レポート中間発表

第7回

レポート中間発表

第8回

テキスト報告

第9回

テキスト報告

第10回

テキスト報告

第11回

テキスト報告

第12回

レポート発表

第13回

レポート発表

第14回

レポート発表

第15回

総括

授業計画コメント
参加者の希望や関心等に応じ、内容及び順序を変更することがある。
授業方法
演習形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
常に問題意識を持ち、批判的にテキスト・文献等を読むこと。（2時間）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
参加者による報告を中心に運営し、都度授業内においてコメントする。

講義コード

U511800105

科目名

専門演習Ⅰ

副題

International Accounting

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

2

時間割

第１学期 金曜日 ２時限 西２－２０３

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
Understand accounting issues for multinational companies
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Research issues in financial accounting and related fields

第3回

Accounting in MNCs: 1st presentation

第4回

Accounting in MNCs: 2nd presentation

第5回

Accounting in MNCs: 3rd presentation

第6回

Accounting in MNCs: 4th presentation

第7回

Accounting in MNCs: 5th presentation

第8回

Accounting in MNCs: 6th presentation

第9回

Accounting in MNCs: 7th presentation

第10回

Accounting in MNCs: 8th presentation

第11回

Accounting in MNCs: 9th presentation

第12回

Accounting in MNCs: 10th presentation

第13回

Accounting in MNCs: feedback

第14回

Discussion about further research

第15回

Individual study

授業計画コメント
Schedule may change depending on the research topics chosen by students.
授業方法
Interactive workshop
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Variable depending on research topics. Basically, 60 min per week for readings and teamwork.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ Report based on group or individual presentation.
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ Class participation.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be provided after presentations during classes.
履修上の注意
Best for students who have already taken accounting classes. Students enrolled in this seminar are expected to take 専門演習２
and 卒業演習 (except for study abroad programs).

講義コード

U511800106

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

澁谷 覚

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 西２－４０６

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
到達目標「デジタル時代のマーケティングの標準的な思考法を身につける」
テーマ「現代の消費者行動とマーケティング」
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、本演習の進め方について、グループ分け

第2回

文献研究と討議

第3回

文献研究と討議

第4回

グループ研究のテーマアップ

第5回

ゲスト講師によるゼミ内講演

第6回

文献研究と討議

第7回

グループ研究の中間報告

第8回

文献研究と討議

第9回

文献研究と討議

第10回

ゲスト講師によるゼミ内講演

第11回

文献研究と討議

第12回

文献研究と討議

第13回

文献研究と討議

第14回

グループ発表

第15回
授業計画コメント
2018年には、他大学のゼミと対抗でNTTドコモが主催するビジネスコンテストに参加しました。
今後の計画は未定ですが、同社が再度コンテストを主催する場合、これに参加すると上記の各回の内容のうち「文献研究と討議」の
部分が「グループワーク」に、「グループ発表」は「NTTドコモにて最終発表大会」に変更になります。
授業方法
グループワークを中心に進めます
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回の割り当てられた範囲について、グループで文献を研究し準備してくるために数時間が必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
100％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
グループ発表については、その場でフィードバックします。
ビジネスコンテストに参加する場合は、最終発表会での報告に対してNTTドコモからの総評があります。

講義コード

U511800107

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

末廣 昭

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
自分たちで選択した国の政治と経済について、最低限の情報とデータを収集して報告する能力と、選択した当該国が直面する問題
について取り上げ、その解決策を示す能力を養う。また、主として英語を使って、アジア諸国が直面する問題について議論するノウハ
ウを身に着ける。
授業内容
実施回

内容

第1回

専門演習の進め方、担当する論文の候補50点を提示

第2回

米中貿易戦争に関する論文を末廣が紹介。分担と報告の順番の相談

第3回

アジアの技術革新に関する論文を末廣が紹介。分担と報告の順番の確定

第4回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者１と報告者２

第5回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者３と報告者４

第6回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者５と報告者６

第7回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者７と報告者８

第8回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者９と報告者１０

第9回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者１１と報告者１２

第10回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者１３と報告者１４

第11回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者１５と報告者１６

第12回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者１７と報告者１８

第13回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者１９と報告者２０

第14回

〇〇に関する論文の紹介と批判。報告者２１と報告者２２

第15回

総括

授業計画コメント
この専門演習は、日本経済新聞社の Nikkei Asian Review に載っているアジアに関する時事論文（約50本を事前に執筆者、タイト
ル、内容の要約、ページ数とともにリストとして提示する）の中から、演習参加者が自分の関心に即してひとつの論文を選んで、その
内容を紹介すると同時に、自分自身の意見を含めてコメントを加える。選ぶ論文は、国・地域を扱ったものと、モバイル決済やeSports などテーマを扱ったものの2種類からなる。
授業方法
現在、履修希望者は22名のため、毎回2名が45分の持ち時間のなかで報告を行い、これに対して、出席者全員で議論を行う。各人
の報告はパワーポイントを使用して行うこと。また、報告資料は原則として英語で作成する。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
専門演習で取り上げる Nikkei Asian Review の論文については、報告者のあるなしを問わず、事前にムードルに全文をアップロード
するので、随時、読んでおくこと。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 3分の２以上の出席
その他(備考欄を参照)
50 ％ 研究報告の準備と報告内容の水準にしたがって採点する
成績評価コメント
平常点は3分の２以上の出席のほか、ディベートへの参加、発言の積極性を重視する。
論文紹介と研究報告は、データの充実度、報告論旨の明晰さ、論点の的確さなどを評価し、相対評価ではなく、絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック

課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
コメントや改善の指示は、適宜、演習の中、並びにMoodle を使って学生に対して行う。
教科書コメント
末廣が事前に用意した Nikkei Asian Reviewの過去の論文を使用する。著作権の侵害にはあたらない。

講義コード

U511800108

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

玉置 えみ

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
社会科学の観点から重要な課題を見つけ、リサーチクエスチョンをたてることができる。
リサーチクエスチョンにたいして、適切な分析手法を選択することができる。
リサーチクエスチョンにもとづき、現状分析と簡単なプロポーザルを執筆できる。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：クラスの目的・計画を確認する

第2回

社会科学の方法論：リサーチクエスチョン 仮説検証 データ分析 理論・政策へのフィードバック

第3回

リサーチクエスチョン１：社会的重要性を考える

第4回

リサーチクエスチョン２：学問的重要性を考える

第5回

リサーチクエスチョン３：実行可能性を考える

第6回

文献収集：文献収集の目的と技法

第7回

データ収集：データ収集の目的と技法

第8回

中間報告会１：ピア・フィードバックの方法

第9回

中間報告会２：ピア・フィードバックの方法

第10回

分析１：課題の現状分析と解決策を導き出す

第11回

分析２：課題の現状分析と解決策を導き出す

第12回

分析３：課題の現状分析と解決策を導き出す

第13回

プロポーザル発表１：成果の共有とフィードバックを行う

第14回

プロポーザル発表２：成果の共有とフィードバックを行う

第15回

総括

授業計画コメント
プロジェクトの進行状況に応じてシラバス内容を変更することがある。
授業方法
担当教員との相談により個人またはグループで課題を設定し、作業を行う。統計ソフトの使い方など実証研究を行うためのスキルを適
宜レクチャーする。また、必要に応じてフィールドワークやゲストスピーカーによる講義も取り入れる。中間報告会をもうけ、ピア・フィー
ドバックを行う。
準備学習（予習・復習）
担当教員から与えられた課題を適宜提出すること。
週1時間程度
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
80 ％ 提出課題、最終成果物、クラスへの貢献を総合的に評価す
る。
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
フィードバックは授業中およびMoodle上で行う。
教科書
新版・大学生のためのレポート・論文術,小笠原喜康,講談社現代新書,9784062880213
論文の書き方,戸田山和久,NHKブックス,978-4140911945

講義コード

U511800109

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

趙 萌

単位

2

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
Students are expected to develop a better understanding of the social issues and policies related to health care, human capital and
economic development. Upon completing the course, students will be able to conduct independent qualitative and quantitative
analysis on the related issues of their own interests.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Cross-country comparison of health care systems (presentation and discussion)

第3回

Challenges of population aging (presentation and discussion)

第4回

Health investments and lifestyle (presentation and discussion)

第5回

Impacts of health care policies (presentation and discussion)

第6回

Health, labor supply and inequality (presentation and discussion)

第7回

Presentation of research plan

第8回

Data collection

第9回

Data analysis and discussion

第10回

Data analysis and discussion

第11回

Data analysis and discussion

第12回

Final presentation

第13回

Final presentation

第14回

Summary

第15回

Review and Summary

授業計画コメント
It is possible that the lecturer will make changes to the content and schedule.
授業方法
Group discussion, debate and presentation
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour per week
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ Evaluation based on a term paper and presentation
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ Evaluation based on participation and performance in class
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The feedback on the term paper and presentation will be given to the students orally or posted on the Moodle.
参考文献コメント
Reading materials will be introduced in the first lecture. Reading materials include books and articles written in both English and
Japanese.
履修上の注意

Compulsory attendance at the first lecture
その他
Students are recommended to continue to take my Advanced Seminar II and the Graduation Thesis Seminar.

講義コード

U511800110

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

鄭 有希

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
本演習では、企業の「人」の問題にアプローチする「組織行動」という分野を中心に、議論をしていく。専門演習Iでは、組織行動論に
関するさまざまなトピックス（パーソナリティ、職務に対する態度、行動、リーダーシップや組織文化など）を題材に、学生主導で議論を
展開していくなかで、これらのトピックスの内容について理解を深めていく。あわせてプレゼンテーションやディスカッションの技法につ
いても体験的に学習する。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：演習の進め方、方針

第2回

テキスト

第3回

ケース・ディスカッション

第4回

テキスト

第5回

ケース・ディスカッション

第6回

中間報告（1）

第7回

中間報告（2）

第8回

テキスト

第9回

ケース・ディスカッション

第10回

テキスト

第11回

ケース・ディスカッション

第12回

研究発表（1）

第13回

研究発表（2）

第14回

総括

第15回
授業方法
ゼミ生主体の演習形式で行われる。
準備学習（予習・復習）
ゼミのディスカッションに主体的に参加できるように、毎回、テキストと資料を読んでくること。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ グループ研究レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ 出席、クラス参加（議論参加の積極性など）
その他(備考欄を参照)
10 ％ ゼミ活動への貢献
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodle上で行なう。
参考文献
マネジメントの心理学,伊波和恵ほか,ミネルヴァ書房
心理学・社会科学研究のための 調査系論文の読み方,浦上 昌則・脇田 貴文,東京図書
組織行動のマネジメント-入門から実践へ,ステファン・ロビンス（高木晴夫監訳）,ダイヤモンド社
履修上の注意
本専門演習を履修する前に、以下の科目（１．及び２．）を履修することをおすすめします。
1.「マネジメント論」
2.「組織行動論」もしくは“Cross-Cultural Organizational Behavior”

その他
本専門演習では、厳選された関連論文（英文）のレビュー及び定量的なリサーチ手法に基づき、ゼミを進めるため、基本的な英語
力と統計に対する基礎知識が要求されます。

講義コード

U511800111

科目名

専門演習Ⅰ

副題

企業組織の経済分析

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

星 明男

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 北１－４０２

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
本演習では、教科書の輪読を通じて、企業組織についての経済分析の理解を深めることを目標とする。
授業内容
実施回

内容

第1回

演習の進め方の説明・課題の割当て

第2回

The Gains from the Trade

第3回

Transactions Costs

第4回

The Entrepreneur

第5回

Property Rights

第6回

Principal and Agent

第7回

Hierarchies

第8回

Integration and the Visible Hand

第9回

Managerial Incentives

第10回

The Takeover and Capital Structure

第11回

Profit-Sharing, Cooperative and Mutual Enterprise

第12回

Non-profit and Charitable Enterprise

第13回

Economic Organisation and the Role of the State

第14回

Public and Private Enterprise

第15回

総括

授業計画コメント
上記の授業計画は暫定的なものであり、受講者の人数や関心に応じて変更する可能性がある。
授業方法
演習形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
割り当てられた課題に関する報告および毎回のディスカッションへの積極的な参加が求められる。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
80 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中にフィードバックを行う。
教科書
The Economics of Business Enterprise,Martin Ricketts,Edward Elgar,4th Edition,2019,9781785360947
その他
履修者は、ミクロ経済学、ゲーム理論、国際企業法、Law and Economicsの単位を取得済みであることが望ましい。

講義コード

U511800112

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

牧田 りえ

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
国際協力（開発援助）が実践される際の単位である「プロジェクト」について、プロジェクトの調査および計画立案の段階で実際に用い
られている手法を学びながら、総合的に理解を深める。さらに、具体的な「現実の設定」について問題を抽出し、問題解決に資するプ
ロジェクトの立案を試みる。
授業内容
実施回

内容

第1回

導入：授業の狙い、進め方について

第2回

開発プロジェクトの基本構造、及びフロー

第3回

発展途上国の「現実の設定」の概要及び背景の理解（課題の提示）

第4回

ロジカル・フレームワーク手法：理論を学ぶ

第5回

ロジカル・フレームワーク手法：体験する

第6回

Participatory Learning and Action (PLA)手法：理論を学ぶ

第7回

Participatory Learning and Action (PLA)手法：体験する

第8回

【第１回口頭発表】 調査計画について

第9回

プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）手法：理論を学ぶ

第10回

プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）手法：体験する

第11回

PCM手法の課題への応用

第12回

プロジェクトの立案

第13回

【第２回口頭発表】 プロジェクト案について

第14回

個別レポートの準備

第15回

総括

授業計画コメント
プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）手法に割り当てた２回については、ゲスト講師の都合により、実施時期が変更になる可能性
がある。履修者数や履修者の関心に応じて内容が変更になる可能性がある。
授業方法
講義、口頭発表、及びグループまたは全体討論。グループ討論と各自の情報収集・分析を並行して進める。レポートは個別に作成
する。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
「現実の設定」の理解、PCM手法体験の準備、及びレポート作成のために、各回１～２時間程度を資料の読み込みや文献調査に充
てる必要がある。各自の関心に応じた積極的な情報収集を期待する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ 問題の把握、解決策の提案について
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ 積極的な参加（特に質疑応答）による授業への貢献度
その他(備考欄を参照)
20 ％ 口頭発表
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodleを通じて行なう。
教科書コメント
必要に応じてプリントを配布する。

参考文献
ケースで学ぶ国際開発,山口しのぶ・毛利勝彦編,東信堂,2011,978-4-7989-0074-2
国際協力アクティブ・ラーニング―ワークでつかむグローバルキャリア,佐原 隆幸・徳永 達己,弘文堂,2016,4335551762
How to Argue: Essential Skills for Writing and Speaking convincingly,A. Bonnett,Pearson Education,3rd,2011,0273743856
ストーリーで学ぶ開発経済学,黒崎卓 ・栗田 匡相,有斐閣,2016,978-4-641-15034-8
履修上の注意
事前の選考に合格している必要がある。

講義コード

U511800113

科目名

専門演習Ⅰ

英文科目名

Advanced Seminar I

担当者名

山崎 泉

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 中央－５０８

科目ナンバリング

051A300

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的には簡単なレポートを作成する。演習ごとに設定され
たテーマに基づき、現実の課題について調べ、その課題に対する解決策を導き出す。分析にあたっては、社会科学の手法により、そ
れぞれの演習の専門性によりふさわしいアプローチを用いる。それまでに学習した理論や制度に関する知識を現実に応用し、複雑
な現実を解き明かす力を身につけることを目指す。
到達目標
応用ミクロ経済学（教育経済学、労働経済学等）の分析手法を使い、特に開発途上国（アフリカ含む）の教育の課題を研究し、実証研
究とそれを踏まえた政策提言を行うための基礎力を身につける。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション/アフリカの教育や労働市場の課題/教育経済学とは

第2回

教育経済学について/研究課題について/先行文献研究の方法

第3回

計量分析を通した政策分析

第4回

研究テーマ・仮説の各自発表

第5回

データの取得方法

第6回

先行文献研究の各自発表

第7回

分析方法：基礎統計と単回帰分析

第8回

使用データと分析方法の発表

第9回

分析方法：重回帰分析１

第10回

中間発表

第11回

中間発表振り返り

第12回

分析方法：重回帰分析２

第13回

最終発表

第14回

最終発表振り返り/レポート執筆について

第15回

統括

授業計画コメント
他大学の同分野の研究室との合同研究報告会を行う可能性有。
授業方法
ミニ講義、ディスカッション、発表等
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
週4時間程度。提示された資料を予習して参加すること。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％ 研究内容をまとめたレポート
小テスト
20 ％ 統計分析に関する小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ 出席状況、聴講態度、参加態度を総合的に評価
その他(備考欄を参照)
20 ％ 研究内容についての発表
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
試験やレポートに対するフィードバックはMoodleを通じて行う。
教科書
Stataによるデータ分析入門 第2版 経済分析の基礎からパネル・データ分析まで,松浦寿幸,東京図書,第2,2015,9784489022180
Impact evaluation in practice,Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J.,World Bank
Group,第2,2016,978-0-8213-8541-8

教科書コメント
・２つ目の教科書はオンラインでPDFファイルを入手可能
・その他計量経済学に関する資料、教育経済学、労働経済学に関する論文を適宜使用する。
参考文献
教育と経済発展―途上国における貧困削減に向けて,大塚啓次郎・黒崎卓（編著）,東洋経済新報社,978-4492443088
教育を経済学で考える（中古）,小塩隆士,日本評論社,978-4535553330
「学力」の経済学,中室牧子,ディスカヴァー・トゥエンティワン,978-4799316856
「原因と結果」の経済学,中室牧子、津川友介,ダイヤモンド社,978-4478039472
Introductory Econometrics: A Modern Approach,Wooldridge,South-Western College Publishing,第5,2012,9781111531041
参考文献コメント
その他の参考文献は随時紹介する
履修上の注意
山﨑の卒業論文・卒論演習を履修したい場合は専門演習IまたはIIの履修を必修とする。
その他
・受講生と相談してJICAや日本ユニセフ協会を訪問をする回や国際機関等に勤務するゲストを招待する回を設ける予定である。
・山﨑担当の授業（「国際開発論」「アフリカ経済論」「Economic Development」など）を１つ以上履修していることが望ましい。
・その他、「統計学（国際社会科学科）」「社会科学のためのデータ分析」をすでに受講している、もしくは履修中であることが望まし
い。

講義コード

U511801101

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

伊藤 匡

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ３時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
国際経済の様々な問題（例えば、トランプ大統領の経済政策やブレキシットなどの背景を探るような研究）について国際経済学のツー
ルを利用して分析する能力を身に着ける。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介

第2回

国際経済の問題紹介（担当教員による講義）とディスカッション

第3回

産業連関分析演習１

第4回

産業連関分析演習２

第5回

産業連関分析演習３

第6回

産業連関分析演習４

第7回

産業連関分析演習５

第8回

テーマ考察・発表１

第9回

ゲストトーク

第10回

テーマ考察・発表２

第11回

ゲストトーク

第12回

テーマ考察・発表３

第13回

調査分析結果プレゼンテーション１

第14回

調査分析結果プレゼンテーション２

第15回

纏め

授業計画コメント
メンバー構成及び希望により変更の可能性あり。
授業方法
個人によるテーマ選択、分析、レポート作成を行う。その過程において担当教員が適宜助言を行う。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
週１～2時間
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
60 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
出席と積極的な参加に対し、平常点を付与します。3分の1欠席した履修者は単位を取得できない。その他詳細は、初回授業の際に
連絡する。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業の中でフィードバックする。
教科書コメント
特定の教科書はない。参考図書は、適宜紹介する

講義コード

U511801102

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

伊藤 元重

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 南１－２０１

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
経済学の基礎知識を身につけ、プレゼンテーション能力をつける。
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、関心のあるテーマの提示

第2回

経済問題の例示と討議

第3回

同上

第4回

チーム分けをして、チーム内での討論

第5回

上記の発表、討議

第6回

各参加者のテーマ選択と指導

第7回

各参加者による第１回プレゼンテーション

第8回

同上

第9回

同上

第10回

全体での討議

第11回

同上

第12回

最終発表

第13回

同上

第14回

同上

第15回
授業方法
授業の中で討議、発表を行い、最終的にはレポートをまとめる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎週２～３時間の準備が必要（課題を出します）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ レポートの内容
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ ディスカッションや発表の内容
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
レポートは内容を見て評価。
ディスカッションや発表は日頃のパフォーマンスを評価。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートを提出して、個別に本人とその内容についてコメントする。
その他
連絡はメールによる

講義コード

U511801103

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

乾 友彦

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ３時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
グループ単位の研究により、グループでテーマを設定し、実際のデータを使用してデータの整理、回帰分析を行い、研究レポートを
作成する
授業内容
実施回

内容

第1回

データの入手方法

第2回

回帰分析の基礎

第3回

生産性の計測方法

第4回

へクシャ―・オリーンモデルの実証分析

第5回

産業内貿易の実証分析

第6回

企業の生産性と輸出の実証分析

第7回

企業の生産性と直接投資の実証分析

第8回

企業の生産性と海外調達の実証分析

第9回

貿易と賃金格差の実証分析

第10回

貿易が環境に与える効果の実証分析

第11回

貿易とR&Dの実証分析

第12回

直接投資と技術移転

第13回

仮説の設定とデータ収集

第14回

実証分析の結果と解釈

第15回

レポートの作成

授業方法
参加者はパソコンを使用して、実際に分析作業を行う。グループワークが中心となる。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
予め必要な資料、データを整理して講義に臨む。準備学習に必要な時間は3時間程度。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ データ分析を主とした研究レポートの提出
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ データ分析の課題
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートにコメントをつけて返却する。
教科書
実証から学ぶ国際経済,清田耕造・神事直人,有斐閣,１,2017,978-4-641-16517-5
参考文献
Mastering Metrics,Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke,Princeton,2015,978-0-691-15284-4

講義コード

U511801104

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

柏木 昌成

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ３時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
マクロ経済学の理論を現実に適用し、日本経済・国際経済の諸問題を議論できること。
授業内容
実施回

内容

第1回

オーガナイゼーション

第2回

テキスト報告

第3回

テキスト報告

第4回

テキスト報告

第5回

レポート中間発表

第6回

レポート中間発表

第7回

テキスト報告

第8回

テキスト報告

第9回

テキスト報告

第10回

レポート発表

第11回

レポート発表

第12回

レポート発表

第13回

コメント発表

第14回

コメント発表

第15回

総括

授業計画コメント
参加者の希望や関心等に応じ、内容及び順序を変更することがある。
授業方法
演習形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
常に問題意識を持ち、批判的にテキスト・文献等を読むこと。（２時間）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
参加者による報告を中心に運営し、都度授業内においてコメントする。

講義コード

U511801105

科目名

専門演習Ⅱ

副題

International Accounting

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

2

時間割

第２学期 金曜日 ２時限 西２－２０３

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
Understand accounting issues for multinational companies.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Research issues in financial accounting and related fields

第3回

Accounting in MNCs: 1st presentation

第4回

Accounting in MNCs: 2nd presentation

第5回

Accounting in MNCs: 3rd presentation

第6回

Accounting in MNCs: 4th presentation

第7回

Accounting in MNCs: 5th presentation

第8回

Accounting in MNCs: 6th presentation

第9回

Accounting in MNCs: 7th presentation

第10回

Accounting in MNCs: 8th presentation

第11回

Accounting in MNCs: 9th presentation

第12回

Accounting in MNCs: 10th presentation

第13回

Accounting in MNCs: feedback

第14回

Discussion about further research

第15回

Individual study

授業計画コメント
Schedule may vary depending on research interests.
授業方法
Interactive workshop
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Variable depending on the research topic. Basically, 60 min per week for readings and teamwork.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％ report based on presentation.
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ class participation
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be provided during classes after presentations.
教科書コメント
TBA
参考文献コメント
TBA
履修上の注意

Best for students who have already taken accounting classes. Students enrolled in this seminar are expected to take 専門演習1
and 卒業演習 (except for study abroad programs).

講義コード

U511801106

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

澁谷 覚

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 西２－４０６

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
到達目標「デジタル時代のマーケティングの標準的な思考法を身につける」
テーマ「現代の消費者行動とマーケティング」
授業内容
実施回

内容

第1回

自己紹介、本演習の進め方について、グループ分け

第2回

文献研究と討議

第3回

文献研究と討議

第4回

グループ研究のテーマアップ

第5回

ゲスト講師によるゼミ内講演

第6回

文献研究と討議

第7回

グループ研究の中間報告

第8回

文献研究と討議

第9回

文献研究と討議

第10回

ゲスト講師によるゼミ内講演

第11回

文献研究と討議

第12回

文献研究と討議

第13回

文献研究と討議

第14回

グループ発表

第15回
授業計画コメント
2018年には、他大学のゼミと対抗でNTTドコモが主催するビジネスコンテストに参加しました。
今後の計画は未定ですが、同社が再度コンテストを主催する場合、これに参加すると上記の各回の内容のうち「文献研究と討議」の
部分が「グループワーク」に、「グループ発表」は「NTTドコモにて最終発表大会」に変更になります。
授業方法
グループワークを中心に進めます
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
毎回の割り当てられた範囲について、グループで文献を研究し準備してくるために数時間が必要。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
100％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
グループ発表については、その場でフィードバックします。
ビジネスコンテストに参加する場合は、最終発表会での報告に対してNTTドコモからの総評があります。

講義コード

U511801107

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

末廣 昭

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
自分たちで選択した国の政治と経済（もしくは社会）について、最低限の情報とデータを収集して報告する能力と、選択した当該国が
直面する問題について取り上げ、その解決策を示す能力を養う。また、主として英語を使って、アジア諸国が直面する問題について
議論するノウハウを身に着ける。
授業内容
実施回

内容

第1回

専門演習の進め方のガイダンス。関心のある国とテーマの仮の割り振り

第2回

国とテーマ別に3名で１つの班、７つの班の決定と報告の分担、スケジュールの決定

第3回

第１班、第２班、第３班の研究テーマ（仮）の報告と意見交換

第4回

第４班、第５班の研究テーマ（仮）の報告と意見交換

第5回

第６班、第７班の研究テーマ（仮）の報告と意見交換

第6回

第１班による○○国・地域に関する研究報告とディベート

第7回

第２班による○○国・地域に関する研究報告とディベート

第8回

第３班による○○国・地域に関する研究報告とディベート

第9回

末廣による３つの班の報告に関するコメントと改善の指示

第10回

第４班による○○国・地域に関する研究報告とディベート

第11回

第５班による○○国・地域に関する研究報告とディベート

第12回

第６班による○○国・地域に関する研究報告とディベート

第13回

第７班による○○国・地域に関する研究報告とディベート

第14回

末廣からの4つの班からの報告に関するコメントと改善の指示

第15回

総括

授業計画コメント
この専門演習は、演習参加者が3名でひとつの班をつくり、関心のあるアジアの国をひとつ選んで、その国の政治と経済の最近の動
き、そして現在直面している問題のなかで最も重要と思う問題について報告し、その内容を英語もしくは日本語で論文にすることを目
的とする。
アジアの国は、日本を除く中国、韓国、台湾、ASEAN10か国、インド、バングラデシュなどの南アジア諸国を指す。
最初の5回は、アジアの政治・経済を見ていくうえで興味深い日経新聞社の英文論稿（Nikkei Asian Review）を輪読し、そのあと、各
班から報告を受ける。各班の報告50分に対して、残り40分はディベートにあてる。自分たちの班で取り上げる国との比較や、議論す
べき論点を相互に提示し、ディベートの訓練も行う。議論はできるだけ英語で実施する。
授業方法
履修希望者は21名を想定しているため、3名を単位として7つの班に参加者を分ける （ただし、候補者の人数が増えれば、１班4名の
ケースもある）。
各班の報告はパワーポイントを使用して行うこと。また、報告資料は原則として英語で作成する。最終の論文は英語または日本語とす
る。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
自分たちの班の研究報告準備を行うとともに、ムードルにアップロードした他の班の報告用資料や教員が準備した補足資料を事前に
目を通しておくこと。予習や復習は、毎回30分程度行うことが望ましい。その場合には、1学期に引き続き、Nikkei Asia News を読むこ
とを推奨する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 3分の2以上の出席
その他(備考欄を参照)
50 ％ 研究報告の内容と最終論文
成績評価コメント
平常点は3分の2以上の出席のほか、ディベートへの参加、発言の積極性を重視する。
研究報告は資料やデータの充実度、報告論旨の明晰さ、論点の的確さなどを評価し、相対評価ではなく、絶対評価とする。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
コメントや改善の指示は、適宜、演習の中、並びにMoodle を使って学生に対して行う。
教科書コメント
とくに教科書は決めず、必要な資料やデータは随時、Moodle にアップロードして、演習参加者が共有できるようにする。
参考文献
はじめての東南アジア政治：有斐閣ストゥディア,増原綾子ほか,有斐閣,2018,9784-641-15058-4
現代アジア経済論：アジアの世紀を学ぶ,遠藤環ほか,有斐閣,2018,9784-641-18442-8
履修上の注意
他の研究班の報告用資料やそれに関連する補足資料は、随時ムードルにアップロードするので、こまめにムードルの内容をチェッ
クすること。
その他
必要に応じてムードルやメールを使用する。演習参加者内部の連絡はラインも使用する。

講義コード

U511801108

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

玉置 えみ

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－３０３

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
リサーチクエスチョンにもとづき、適切な手法で実証研究ができる。
研究成果をレポートにまとめ、プレゼンテーションを行うことができる。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：クラスの目的・計画を確認する

第2回

データ分析１：質的なデータを分析する1（基礎）

第3回

データ分析２：質的なデータを分析する2（応用）

第4回

データ分析3：量的なデータを分析する1（基礎）

第5回

データ分析4：量的なデータを分析する2（応用）

第6回

中間報告会１：ピア・フィードバックの方法

第7回

中間報告会２：ピア・フィードバックの方法

第8回

文章を書く１：文章の構成を考える

第9回

文章を書く２：パラグラフ･文章のながれをつくる

第10回

文章を書く３：説得的な文章をつくる１（基礎）

第11回

文章を書く４：説得的な文章をつくる２（応用）

第12回

プレゼンテーションの技法：分かりやすいプレゼンテーションとは

第13回

レポート発表と質疑応答１：成果の共有・質疑応答の方法を学ぶ

第14回

レポート発表と質疑応答２：成果の共有・質疑応答の方法を学ぶ

第15回

総括

授業計画コメント
プロジェクトの進行状況に応じてシラバス内容を変更することがある。
授業方法
担当教員との相談により個人またはグループで課題を設定し、作業を行う。統計ソフトの使い方など実証研究を行うためのスキルを適
宜レクチャーする。また、必要に応じてフィールドワークやゲストスピーカーによる講義も取り入れる。中間報告会をもうけ、ピア・フィー
ドバックを行う。
準備学習（予習・復習）
担当教員から与えられた課題を適宜提出すること。
週1-2時間程度
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
80 ％ 提出課題、最終成果物、クラスへの貢献を総合的に評価す
る。
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
フィードバックは授業中およびMoodle上で行う。
教科書
新版・大学生のためのレポート・論文術,小笠原喜康,講談社現代新書,9784062880213
論文の書き方,戸田山和久,NHKブックス,978-4140911945

講義コード

U511801109

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

趙 萌

単位

2

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
Students are expected to develop a better understanding of how to conduct empirical analysis and program evaluation for public
policies and interventions. Upon completing the course, students will be able to conduct independent qualitative and quantitative
analysis on the related issues of their own interests, which may be topics from more general areas including health, education,
labor, social security, and Chinese economy.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Empirical analysis and program evaluation

第3回

Case study

第4回

Identifying issues and evaluating questions

第5回

Assessing the needs and process of a program

第6回

Measuring and monitoring programs

第7回

Assessing program impacts: random field experiment

第8回

Assessing program impacts: alternative approaches

第9回

Detecting, interpreting, and analyzing program effects

第10回

Measuring efficiency

第11回

Data analysis (Stata)

第12回

Data analysis (Stata)

第13回

Data analysis (Stata)

第14回

Final presentation

第15回

Review and Summary

授業計画コメント
It is possible that the lecturer will make changes to the content and schedule.
授業方法
Group discussion, debate and presentation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour per week.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ Evaluation based on a term paper and presentation
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ Evaluation based on participation and performance in class
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
The feedback on the term paper and presentation will be given to the students orally or posted on the Moodle.
参考文献コメント
Reading materials will be introduced in the first lecture. Reading materials include books and articles written in both English and
Japanese.
履修上の注意

Compulsory attendance at the first lecture
その他
Students are recommended to continue to take my Graduation Thesis Seminar.

講義コード

U511801110

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

鄭 有希

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
専門演習Ⅱでは、4年次最後の卒業論文作成に向けて、実証研究を行う上で不可欠なデータ分析方法について学習する。具体的
に、専門演習Iでゼミ生ごとに設定した研究テーマに沿って、仮説の構築、質問紙の作成、データの収集と多変量解析に基づく報告
書の作成とプレゼンテーションの実施、改善案の提示などの一連の定量的なリサーチ手法を経験する。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：演習の進め方、方針

第2回

実証研究の理解（1）

第3回

実証研究の理解（２）

第4回

実証研究の理解（３）

第5回

実証研究の理解（４）

第6回

実証研究の理解（５）

第7回

データ分析実習（1）

第8回

データ分析実習（２）

第9回

データ分析実習（３）

第10回

データ分析実習（４）

第11回

データ分析実習（５）

第12回

調査票の作成（1）

第13回

調査票の作成（２）

第14回

調査票の作成（３）

第15回

総括

授業方法
ぜミ生主体の演習形式で行われる。
準備学習（予習・復習）
組織行動論は、行動科学をベースとしているため、簡単な統計ツール（SPSSなど）の操作方法を含む統計的知識があることが望まし
い（演習でも学習する予定）。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
５０ ％ グループ研究レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
４０ ％ 出席、クラス参加（議論参加の積極性など）
その他(備考欄を参照)
１０ ％ ゼミ活動への貢献
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートについては、Moodle上で講評を行う。
参考文献
文科系学生のための新統計学,小野寺孝義・ 菱村豊,ナカニシヤ出版
SPSSとAmosによる心理・調査データ解析―因子分析・共分散構造分析まで,小塩真司,東京図書
履修上の注意
通常の講義と異なり、単に出席しているだけの「受け身的授業」でなく、ゼミ生の「積極的な参加型授業」であることを自覚した学生
の受講を望み、学習に対する積極的な意欲を重視する。
その他
本専門演習では、厳選された関連論文（英文）のレビュー及び定量的なリサーチ手法に基づき、ゼミを進めるため、基本的な英語

力と統計に対する基礎知識が選考の際の重要な評価ポイントとなる。

講義コード

U511801111

科目名

専門演習Ⅱ

副題

Issues in Law and Economics

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

星 明男

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 北１－４０２

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
本演習では、教科書の輪読を通じて、財産権法・不法行為法・契約法・刑事法についての経済分析の理解を深めることを目標とす
る。
授業内容
実施回

内容

第1回

演習の進め方の説明・課題の割当て

第2回

Should Body Parts Be Salable?

第3回

Can Anyone Own the Sunlight?

第4回

Should Eminent Domain Power Be Available to Private Companies?

第5回

Will File Sharing Ruin the Music Industry?

第6回

Schould the Court Encourage Contructual Breach?

第7回

Should the Court Void a Contructual Clause They Deem Unfair?

第8回

Should Tort Liability Be Governed by Fault or Non-Fault Rules?

第9回

Should Firms Be Held Liable for Product Defects?

第10回

Does Malpractice Liability Induce Physicians to Provide Too Much Health Care?

第11回

Are Criminals Rational?

第12回

Does Prison Reduce Crime through Deterrence or Incapacitation?

第13回

Is Racial Profiling a Nondiscriminatory Policing Strategy?

第14回

Do Judges Discriminate When Sentencing?

第15回

総括

授業計画コメント
上記の授業計画は暫定的なものであり、受講者の人数や関心に応じて変更する可能性がある。
授業方法
演習形式
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
割り当てられた課題に関する報告および毎回のディスカッションへの積極的な参加が求められる。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
80 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中にフィードバックを行う。
教科書
Issues in Law and Economics,Harold Winter,The University of Chicago Press,2017,9780226249629
参考文献
Law and Economics,Robert Cooter & Thomas Ulen,Pearson Education Limited,6th Edition,2014,9781292021843

参考文献コメント
2019年1月現在、上記参考文献のPDFは、下記のウェブサイトから無料でダウンロードできる：
https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/
その他
Law and Economicsの単位を取得済み、または、履修中であることを本演習の履修条件とする。また、履修者は、ミクロ経済学およ
びゲーム理論の単位を取得済みであることが望ましい。

講義コード

U511801112

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

牧田 りえ

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ４時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
貧困削減というグローバル・イシューのためにビジネスが果たし得る役割を多様な視点から考察することによって、貧困削減に資する
ビジネスの可能性と直面する課題を理解する。
授業内容
実施回

内容

第1回

導入：授業の進め方、なぜ貧困削減のためにビジネスが必要か

第2回

貧困削減に関わる様々なアクターと民間企業セクターの役割（レポート課題の紹介）

第3回

テーマ１：ソーシャル・マーケティング（レポート課題の紹介）

第4回

テーマ２：顧客・消費市場として貧困層にアプローチすること

第5回

テーマ３：貧困層が行なうビジネスを支援すること：マイクロファイナンスを含む総合的支援

第6回

テーマ４：グラミン銀行創始者ユヌス氏のソーシャル・ビジネス

第7回

ソーシャル・ビジネス・コンテスト観覧から学ぶ

第8回

レポートの第１回報告（口頭発表）と意見交換

第9回

テーマ５：グローバル・バリュー・チェーン（１）：フェアトレード運動・認証

第10回

テーマ５：グローバル・バリュー・チェーン（２）：開発プロジェクトへの活用

第11回

テーマ６：行政によるビジネス支援～『一村一品運動』の海外への適用

第12回

貧困削減のためのビジネスの現場から（ゲスト・スピーカーの招聘）

第13回

レポートの第２回報告（口頭発表）と意見交換

第14回

個別レポートの準備

第15回

総括

授業計画コメント
履修者数に応じて、口頭発表に割り当てる時間に変更が生じる可能性がある。また、ゲスト・スピーカーの都合によって各回の予定を
入れ替える可能性がある。
授業方法
学生が順番で進行役を務め、テキストに基づくグループ討論を行なう。並行して各自の情報収集・分析を進める。
レポート作成は個人でまたは有志グループで行なう。どちらでもよい。
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
テキストで用いる資料の読み込み、各自のレポート作成のための文献調査に各回１～２時間程度を要する。各自の関心に応じた積極
的な情報収集を期待する。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ 独自のビジネス・プラン、または授業で取り上げたビジネス・モ
デルの改善案。
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％ 積極的な参加（テキストの要約、質疑応答）による授業への貢
献度
その他(備考欄を参照)
20 ％ 口頭発表：レポートの中間報告
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
提出されたレポートの講評をMoodleを通じて行なう。
教科書コメント
必要に応じて適宜プリントを配布する。

参考文献
BOPビジネス入門～ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで世界の貧困に挑む,菅原秀幸、大野泉、槌屋誌野,中央経済社,2011,4502688401
ｿｰｼｬﾙ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ：貧困に克つ７つの視点と10の戦略的取り組み,ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｺﾄﾗｰ､ﾅﾝｼｰ･ﾘｰ（塚本一郎監訳）,丸善出
版,2010,4621082000
ソーシャル・ビジネス革命―世界の課題を解決する新たな経済システム,ムハマド・ユヌス（千葉敏生訳）,早川書
房,2010,4152091827
フェアトレードビジネスモデルの新たな展開,長坂寿久（編）,明石書店,2018,9784750346625
参考文献コメント
その他の関連文献や翻訳本の原書は授業中に適宜紹介する。翻訳文の日本語はやや読みにくいので、必要に応じて原書で確
認することをお薦めする。
履修上の注意
事前の選考に合格していること。

講義コード

U511801113

科目名

専門演習Ⅱ

英文科目名

Advanced Seminar II

担当者名

山崎 泉

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ３時限 中央－５０８

科目ナンバリング

051A350

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
専門演習Ⅰに引き続き、社会科学分野の論文を作成するために必要な実践的な知識を獲得し、最終的にはより水準の高いレポート
を作成する。作成したレポートは発表し、レポートの内容および発表の仕方について全体で討論し、そこでのコメントを反映してプレ
ゼンテーションの力を養うとともに、より内容の高度なレポートを作成する方法を学ぶ。
到達目標
応用ミクロ経済学（教育経済学、労働経済学等）の分析手法を使い、アフリカの教育の課題を研究し、実証研究とそれを踏まえた政
策提言を行うための基礎力を身につける
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション/アフリカの教育や労働市場の課題

第2回

研究課題について/分析方法：重回帰分析

第3回

分析方法：推定

第4回

研究テーマ・仮説の各自発表

第5回

データ取得方法/文献研究（教育経済学を通したアフリカ研究）１

第6回

文献研究（教育経済学を通したアフリカ研究）２

第7回

先行文献研究の各自発表

第8回

使用データの発表/分析方法：因果推論について

第9回

分析方法：不均一分散と自己相関分析方法：操作変数法

第10回

中間発表

第11回

中間発表振り返り/分析方法：パネルデータとDID推定

第12回

分析方法：マッチング/回帰分断モデル/経済実験

第13回

分析

第14回

最終発表

第15回

総括

授業計画コメント
他大学の同分野の研究室との合同研究報告会も検討する。
授業方法
ミニ講義、ディスカッション、発表等
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
週4時間程度。提示された資料を予習して参加すること。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
40 ％ 研究内容をまとめたレポート
小テスト
20 ％ 統計分析に関する小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ 出席状況、聴講態度、参加態度を総合的に評価
その他(備考欄を参照)
20 ％ 研究内容についての発表
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
試験やレポートに対するフィードバックはMoodleを通じて行う。
教科書
Stataによるデータ分析入門 第2版 経済分析の基礎からパネル・データ分析まで,松浦寿幸,東京図書,第2,2015,9784489022180
Impact evaluation in practice,Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J.,World Bank
Group,第2,2016,978-0-8213-8541-8
教科書コメント

・２つ目の教科書はオンラインでPDFファイルを入手可能
・その他計量経済学に関する資料、教育経済学、労働経済学に関する論文を適宜使用する。
参考文献
教育と経済発展―途上国における貧困削減に向けて,大塚啓次郎・黒崎卓（編著）,東洋経済新報社,978-4492443088
教育を経済学で考える（中古）,小塩隆士,日本評論社,978-4535553330
「学力」の経済学,中室牧子,ディスカヴァー・トゥエンティワン,978-4799316856
「原因と結果」の経済学,中室牧子、津川友介,ダイヤモンド社,978-4478039472
Introductory Econometrics: A Modern Approach 5E,Wooldridge,South-Western College Publishing,9781111531041
参考文献コメント
その他の参考文献は随時紹介する。
履修上の注意
山﨑の卒業論文・卒論演習を履修したい場合は専門演習IまたはIIの履修を必修とする。
その他
・受講生と相談してJICAや日本ユニセフ協会を訪問をする回や国際機関等に勤務するゲストを招待する回を設ける予定である。
・山﨑担当の授業（「国際開発論」「アフリカ経済論」「Economic Development」など）を１つ以上履修していることが望ましい。
・「Education and Economic Development in Africa」を同学期に履修することを推奨する。
・その他、「統計学（国際社会科学科）」「社会科学のためのデータ分析」をすでに履修している、もしくは履修中であることが望まし
い。
・本科目は「専門演習Ⅰ」をさらに発展させた内容を扱うが、留学などの理由により「専門演習Ⅰ」を履修できない場合も多いため、
「専門演習Ⅰ」の履修を必修とはしない。

講義コード

U511900101

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

伊藤 匡

単位

4

時間割

通年 木曜日 ４時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
経済学学士論文を完成させる。
授業内容
実施回

内容

第1回

データ収集法１

第2回

データ収集法１：演習

第3回

データ収集法２

第4回

データ収集法２：演習

第5回

データ分析法演習１

第6回

データ分析法演習２

第7回

データ分析法演習３

第8回

データ分析法演習４

第9回

分析テーマについてのディスカッション１

第10回

分析テーマについてのディスカッション２

第11回

分析テーマについてのディスカッション３

第12回

分析作業１

第13回

分析作業２

第14回

分析作業３

第15回

中間総括

第16回

分析作業４

第17回

分析作業５

第18回

分析作業６

第19回

中間発表

第20回

分析作業７

第21回

分析作業８

第22回

分析作業９

第23回

分析作業１０

第24回

ゲスト講師によるセミナー

第25回

分析作業１１

第26回

分析作業１２

第27回

ゲスト講師によるセミナー

第28回

分析作業１３

第29回

最終発表

第30回

最終総括

授業方法
セミナー
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
週2～5時間程度の自主学習。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％
その他(備考欄を参照)
60 ％ 卒業論文
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中にフィードバックする。

講義コード

U511900102

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

伊藤 元重

単位

4

時間割

通年 水曜日 ５時限 南１－２０１

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮設の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
卒業論文を各自まとめそれを発表する。
To complete a thesis and to make presentation in the seminar.
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：演習の進め方、方針

第2回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（１）

第3回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（２）

第4回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（３）

第5回

卒業論文の書き方：調査の方法について（１）

第6回

卒業論文の書き方：調査の方法について（２）

第7回

卒業論文の書き方：調査の方法について（３）

第8回

卒業論文の書き方：論文の形式について（１）

第9回

卒業論文の書き方：論文の形式について（２）

第10回

卒業論文の書き方：論文の形式について（３）

第11回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１）

第12回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（２）

第13回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（３）

第14回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（４）

第15回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（５）

第16回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（６）

第17回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（７）

第18回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（８）

第19回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（９）

第20回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１０）

第21回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１１）

第22回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１２）

第23回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１３）

第24回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１４）

第25回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１５）

第26回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１６）

第27回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１７）

第28回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１８）

第29回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（１９）

第30回

総括

授業方法
グループワークと少人数討議
Group discussion and presentation.
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
各自の選択したテーマについて何度か中間の発表
To make presentation on the topic of the thesis.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
70 ％ 卒論
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
卒論の内容とその発表
卒論についてはその内容の質が評価。発表についても同じ。
Evaluction is based on the quality of the thesis.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
何回かに渡って、卒論の中間報告を求める。
Students are reguested to make presentation on the topic several times.
教科書コメント
教科書は無いが、各自に対して卒論のテーマに則した文献を読むことを求める。
I will assign reading materials related to the topic the student choses.
参考文献コメント
参考文献についても各自に指示する。
Additional reading materials will be assigned to each student.
その他
メールによる
Using E-mail.

講義コード

U511900103

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

乾 友彦

単位

4

時間割

通年 木曜日 ４時限 南１－１０３

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
卒業論文・卒業演習では、専門演習IとIIで習得した知識と分析力等を基盤にして、卒業論文の完成に向けた研究活動を行う。具体
的に、報告や議論を積み重ねながら、卒論執筆に向けた知識の習得と、ゼミメンバー全員の分析力や考察力のさらなる向上に取り組
み、卒業論文の提出を完遂することを目標とする。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：演習の進め方、方針

第2回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（1）

第3回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（2）

第4回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（3）

第5回

卒業論文の書き方：調査の方法について（1）

第6回

卒業論文の書き方：調査の方法について（2
卒業論文の書き方：調査の方法について（2）

第7回

卒業論文の書き方：調査の方法について（3）

第8回

卒業論文の書き方：論文の形式について（1）

第9回

卒業論文の書き方：論文の形式について（2）

第10回

卒業論文の書き方：論文の形式について（3）

第11回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（1）

第12回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（2）

第13回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（3）

第14回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（4）

第15回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（5）

第16回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（6）

第17回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（7）

第18回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（8）

第19回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（9）

第20回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（10）

第21回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（11）

第22回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（12）

第23回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（13）

第24回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（14）

第25回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（15）

第26回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（16）

第27回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（17）

第28回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（18）

第29回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（19）

第30回

総括

授業方法
ゼミ生による卒業研究の進捗状況の報告と討議（演習形式）
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
生産性分析に対する理論的知識及びStataの操作方法を含む統計的知識があることが望ましい。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
90 ％ 出席、クラス参加、卒業論文の成果等
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ ゼミの授業および諸活動への貢献
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
論文作成及びプレゼンテーション作成過程において随時コメントを与える。
履修上の注意
卒業論文・卒業演習は時間の延長やサブゼミの実施などが想定される。

講義コード

U511900104

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

柏木 昌成

単位

4

時間割

通年 木曜日 ４時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
マクロ経済学・国際金融等の理論を現実に適用し、自ら設定した日本経済や国際経済の問題について論じること。
授業内容
実施回

内容

第1回

オーガナイゼーション

第2回

先行研究の整理

第3回

先行研究の整理

第4回

先行研究の整理

第5回

先行研究の整理

第6回

テーマ発表

第7回

テーマ発表

第8回

テーマ発表に対するコメント

第9回

分析方法の検討

第10回

分析方法の検討

第11回

分析の実行

第12回

分析の実行

第13回

分析の実行

第14回

進捗状況の報告

第15回

進捗状況の報告

第16回

報告に対するコメント

第17回

論文作成方針の検討

第18回

分析の実行

第19回

分析の実行

第20回

分析の実行

第21回

進捗状況の報告

第22回

進捗状況の報告

第23回

報告に対するコメント

第24回

論文改訂方針の検討

第25回

最終報告の準備

第26回

最終報告の準備

第27回

最終報告

第28回

最終報告

第29回

報告に対するコメント

第30回

総括

授業計画コメント
参加者の希望や関心等に応じ、内容及び順序を変更することがある。
授業方法
演習形式
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
各自主体的に研究を進めること。相応の時間を費やすことが期待される。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
90 ％ 卒業論文
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
参加者による報告を中心に運営し、都度授業内においてコメントする。

講義コード

U511900105

科目名

卒業論文・卒業演習

副題

International Accounting

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

GARCIA， Clemence

単位

4

時間割

通年 金曜日 １時限 西２－２０３

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
Understand accounting issues for multinational companies
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction

第2回

Research issues in financial accounting and related fields

第3回

Accounting in MNCs: readings

第4回

Accounting in MNCs: readings

第5回

Accounting in MNCs: readings

第6回

Accounting in MNCs: readings

第7回

Accounting in MNCs: 1st presentation

第8回

Accounting in MNCs: 2nd presentation

第9回

Accounting in MNCs: readings

第10回

Accounting in MNCs: readings

第11回

Accounting in MNCs: readings

第12回

Accounting in MNCs: readings

第13回

Accounting in MNCs: 3rd presentation

第14回

Discussion about further research

第15回

Individual study

第16回

Accounting in MNCs: readings

第17回

Accounting in MNCs: readings

第18回

Accounting in MNCs: readings

第19回

Accounting in MNCs: readings

第20回

Review of drafts

第21回

Review of drafts

第22回

Review of drafts

第23回

Review of drafts

第24回

Review of drafts

第25回

Final presentation

第26回

Individual study

第27回

Review of drafts

第28回

Discussion

第29回

Conclusion

第30回

Individual study

授業計画コメント
Schedule may change depending on the research topics chosen by students.
授業方法
Interactive workshop
使用言語

英語
準備学習（予習・復習）
Variable depending on research topics. Basically, 60 min per week for readings.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
70 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Class participation.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be provided after presentations during classes.
履修上の注意
Best for students who have already taken accounting classes. Students enrolled in this seminar are expected to have completed
専門演習1 or 2.

講義コード

U511900106

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

澁谷 覚

単位

4

時間割

通年 水曜日 ５時限 西２－４０６

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
卒業論文を作成します
授業内容
実施回

内容

第1回

このコースの進め方について

第2回

卒業論文指導：テーマ設定に向けて

第3回

卒業論文指導：テーマ設定に向けて

第4回

卒業論文指導：ミニレクチャー1

第5回

卒業論文指導：プロポーザル作成について

第6回

卒業論文指導

第7回

卒業論文指導：文献レビューの仕方

第8回

卒業論文指導：テーマ発表1

第9回

卒業論文指導：テーマ発表2

第10回

卒業論文指導：仮説の設定

第11回

卒業論文指導

第12回

卒業論文指導

第13回

卒業論文指導：プロポーザル発表と提出

第14回

卒業論文指導：プロポーザル発表と提出

第15回

卒業論文指導：卒業論文作成に向けて

第16回

卒業論文指導：ミニレクチャー2

第17回

卒業論文指導：進捗状況の発表

第18回

卒業論文指導：進捗状況の発表

第19回

卒業論文指導：個別指導

第20回

卒業論文指導：個別指導

第21回

卒業論文指導：個別指導

第22回

卒業論文指導：進捗状況の発表

第23回

卒業論文指導：進捗状況の発表

第24回

卒業論文指導：個別指導

第25回

卒業論文指導：個別指導

第26回

卒業論文指導：個別指導

第27回

卒業論文指導：卒業論文提出に向けて

第28回

卒業論文指導：直前指導

第29回

卒業論文指導：直前指導

第30回

卒業論文指導：卒業論文の提出

授業方法
個人で進めます。他にゼミ内で輪読、ミニレクチャー等を行う可能性がありますが、参加者の就職活動の状況等を見ながら、相談して
進めます。
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
卒業論文の作成は個人で進めてください
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
100％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業やMoodle等を通じてフィードバックを行なう。

講義コード

U511900107

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

末廣 昭

単位

4

時間割

通年 木曜日 ５時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を完成させる。卒業論文は英語3000ワード以上、日本語1万5000字以上と英語による
Abstract （要点）の作成が求められる。同時に、英語によるプレゼンテーション資料を作成する。優秀論文及びプレゼンテーション
は、担当教員から推薦され、最も優れた論文、プレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学の手法に
よるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
適切なリサーチクエッションを設定し、独力で卒業論文を完成させる。論文の概要について口頭でも説明できるようにする。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション。年間スケジュール、卒業論文のイメージ。

第2回

社会科学における議論とデータ収集の方法（復習）

第3回

受講生の研究課題について、第1回目の検討。いずれもアジア諸国に関連。

第4回

受講生Ａの個別指導

第5回

受講生Ｂの個別指導

第6回

受講生Ｃの個別指導

第7回

受講生Ｄの個別指導

第8回

それぞれの研究課題と進捗について中間的コメント

第9回

受講生ＡとＢの研究発表準備

第10回

受講生ＣとＤの研究発表準備

第11回

中間報告に向けてのリハーサル①

第12回

中間報告に向けてのリハーサル②

第13回

【中間報告会】。他の卒業演習の教員との合同報告会を企画。

第14回

同上。続き。合同報告会。

第15回

進捗状況の確認と後期のスケジュールの調整

第16回

中間報告会に関する反省会と学生間の意見交換

第17回

データ収集に関するコメント（全般）

第18回

卒業論文ドラフトＡに対するコメントと個別指導

第19回

卒業論文ドラフトＢに対するコメントと個別指導

第20回

卒業論文ドラフトＣに対するコメントと個別指導

第21回

卒業論文ドラフトＤに対するコメントと個別指導

第22回

論文執筆における共通の問題へのコメントと指導

第23回

理論仮説と検証のチェック

第24回

参考文献等、論文の書式に関するコメント

第25回

最終プレゼンテーションのリハーサル①

第26回

最終プレゼンテーションのリハーサル②

第27回

【最終報告会】口頭発表と意見交換

第28回

同上の続き

第29回

卒業論文の加筆と訂正

第30回

総括

授業計画コメント
履修者の数を4名として作成。履修者の数に応じて授業内容に変更が生じることがある。
授業方法
中間報告会と最終報告会は、関連する他の教員の卒業演習と連携して、合同で行うことを企画している。
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
授業時間中はそれぞれ受講生が授業時間外に実施した作業や論文ドラフトの確認や見直しを行うため、それぞれが年間計画を立て
て、着実に研究・調査と論文執筆にとりく組む習慣を身につけてほしい。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
70 ％ 卒業論文
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
30 ％ 論文概要の口頭発表
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
12月中に受講生が提出した論文に対し、授業の中で直接フィードバックする。
教科書
社会科学系論文の書き方,明石芳彦,ミネルヴァ書房,2018,978-4623-08379-4
参考文献コメント
随時、必要な文献等を紹介する。
履修上の注意
事前の選考に合格している必要がある。
その他
休暇期間中も、ムードルやメールを使って、論文指導を継続する。

講義コード

U511900108

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

玉置 えみ

単位

4

時間割

通年 木曜日 ３時限 北１－３０６

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
社会科学の視点にから、リサーチクエスチョンを設定できる。
リサーチクエスチョンに基づき、実証研究ができる。
研究成果を卒業論文としてまとめることができる。
研究成果を英語のプレゼンテーションとしてまとめることができる。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション クラスの目的・計画を確認する

第2回

社会科学の方法 社会科学的方法論 リサーチクエスチョン 仮説検証 データ分析 理論・政策へのフィードバック

第3回

文献を読む１文献収集の技法と目的

第4回

文献を読む２ブロック・リーディング

第5回

文献を読む３文献のまとめ方を学ぶ

第6回

データの発見１データ収集の技法と目的

第7回

データの発見２質的データの読み方

第8回

データの発見３量的データの読み方

第9回

問いをたてる１社会的重要性を確認する

第10回

問いをたてる２学問的重要性を確認する

第11回

問いをたてる３実行可能性を確認する

第12回

リサーチ・デザインを考えるリサーチ手法を学ぶ

第13回

プロポーザル報告会１ピア・フィードバックの実践

第14回

プロポーザル報告会２ピア・フィードバックの実践

第15回

成果のまとめプロポーザルの提出と今後の予定の確認

第16回

データ分析１質的なデータを分析する1（基礎）

第17回

データ分析２質的なデータを分析する2（応用）

第18回

データ分析３量的なデータを分析する1（基礎）

第19回

データ分析４量的なデータを分析する2（応用）

第20回

中間報告会１ピア･フィードバックの実践

第21回

中間報告会２ピア･フィードバックの実践

第22回

文章を書く１文章の構成を考える

第23回

文章を書く２パラグラフ･文章のながれをつくる

第24回

文章を書く３説得的な文章をつくる１（基礎）

第25回

文章を書く４説得的な文章をつくる２（応用）

第26回

プレゼンテーションの技法１分かりやすいプレゼンテーションとは

第27回

プレゼンテーションの技法２英語によるプレゼンテーションの技法を学ぶ

第28回

プレゼンテーションと質疑応答１成果の共有

第29回

プレゼンテーションと質疑応答２成果の共有

第30回

総括

授業方法
担当教員の指導に基づき実証研究を行い、論文を作成する。必要に応じて統計ソフト等のワークショップやゲストスピーカーによる講
義を取り入れる。中間報告会を開き、学生によるピア･フィードバックを行う。
準備学習（予習・復習）

準備学習（予習・復習）
サブゼミに参加し、課題を適宜提出すること。（週3時間程度）
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
100％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中およびオンラインにてフィードバックを行う
教科書
The Practice of Social Research,E. Babbie,Cengage,978-0495598411
新版・大学生のためのレポート・論文術,小笠原喜康,講談社,9784062880213
履修上の注意
プロジェクトの進行状況に応じてシラバス内容を変更することがある。

講義コード

U511900109

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

趙 萌

単位

4

時間割

通年 水曜日 ５時限 南１－３０２

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
卒業論文の準備として、テーマ設定、資料・データ取集、文献引用、仮説の検証と論述と一連の研究能力と深い思考力を身につけ、
卒業論文の作成を軌道に乗せる。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション

第2回

論文のテーマ検討

第3回

論文のテーマ決定

第4回

論文のテーマ決定

第5回

文献輪読

第6回

文献輪読

第7回

文献輪読

第8回

文献輪読

第9回

研究計画

第10回

研究計画

第11回

信頼できるデータ・資料取集

第12回

研究倫理と引用文献の書き方

第13回

卒業研究経過報告

第14回

卒業研究経過報告

第15回

卒業研究経過報告

第16回

後半の打ち合わせ

第17回

理論構成

第18回

文献輪読

第19回

文献輪読

第20回

文献輪読

第21回

文献輪読

第22回

仮説検証とデータ分析

第23回

論文の組み立て

第24回

図表の活用

第25回

プレゼンテーション方法

第26回

卒業研究成果報告

第27回

卒業研究成果報告

第28回

卒業研究成果報告

第29回

最終の文章推敲

第30回

最終検討、論文集編集・印刷作業、口頭試問の打ち合わせ

授業計画コメント
担当教員により学修内容の回数が前後することがある。詳細は初回の授業で告知する。
授業方法
ディスカッション、学生によるプレゼンテーション、講義
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
統計学・データ分析の基礎科目の履修後の受講が望ましい。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ 卒業論文よる評価
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
40 ％ 出席状況、聴講態度と授業中の提出物による評価
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業期間を通して課される課題に対するフィードバックは口頭で行われる。
参考文献コメント
授業期間を通して参考資料を紹介する。
履修上の注意
良い研究アイディアはディスカッションで生まれる。ディスカッションに積極的に参加してください。

講義コード

U511900110

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

鄭 有希

単位

4

時間割

通年 木曜日 ５時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
卒業論文・卒業演習では、専門演習IとIIで習得した知識と分析力等を基盤にして、卒業論文の完成に向けた研究活動を行う。具体
的に、報告や議論を積み重ねながら、卒論執筆に向けた知識の習得と、ゼミメンバー全員の分析力や考察力のさらなる向上に取り組
み、卒業論文の提出を完遂することを目標とする。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション：演習の進め方、方針

第2回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（1）

第3回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（2）

第4回

卒業論文の書き方：テーマ設定について（3）

第5回

卒業論文の書き方：調査の方法について（1）

第6回

卒業論文の書き方：調査の方法について（2）

第7回

卒業論文の書き方：調査の方法について（3）

第8回

卒業論文の書き方：調査の方法について（4）

第9回

卒業論文の書き方：論文の形式について（1）

第10回

卒業論文の書き方：論文の形式について（2）

第11回

卒業論文の書き方：論文の形式について（3）

第12回

中間報告会の準備

第13回

中間報告会：口頭発表及び意見交換（1）

第14回

中間報告会：口頭発表及び意見交換（2）

第15回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（1）

第16回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（2）

第17回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（3）

第18回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（4）

第19回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（5）

第20回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（6）

第21回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（7）

第22回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（8）

第23回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（9）

第24回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（10）

第25回

研究テーマに基づく卒業論文の執筆・発表（11）

第26回

最終報告会の準備

第27回

最終報告会：口頭発表及び意見交換（1）

第28回

最終報告会：口頭発表及び意見交換（2）

第29回

卒業論文の加筆・修正

第30回

総括

授業方法
ゼミ生による卒業研究の進捗状況の報告と討議（演習形式）
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
組織行動論に対する理論的知識及びSPSSの操作方法を含む統計的知識があることが望ましい。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
70 ％ 卒業論文
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
授業中に口頭発表等を行っていても、完成した論文の提出がなければ単位の修得が認められない。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
12月中に学生が提出した論文に対し、授業内で直接フィードバックを行う。教員からのコメントを受けて論文を修正する期間を設け
る。
教科書
卒業論文の手引（新版）,慶応義塾大学通信教育部 (編集),慶應義塾大学出版会,2003,9784766409956
社会科学系のための「優秀論文」作成術―プロの学術論文から卒論まで, 川崎 剛, 勁草書房 ,2010, 9784326000340
履修上の注意
卒業論文・卒業演習は時間の延長やサブゼミの実施などが想定される。

講義コード

U511900111

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

星 明男

単位

4

時間割

通年 木曜日 ５時限 北１－４０２

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
法学分野における標準的な実証研究の方法を理解し、卒業論文を執筆・提出することを目標とする。
授業内容
実施回

内容

第1回

演習の進め方の説明

第2回

テーマの設定（1）

第3回

テーマの設定（2）

第4回

先行研究の調査（1）

第5回

先行研究の調査（2）

第6回

データの収集（1）

第7回

データの収集（2）

第8回

データの収集（3）

第9回

データの分析（1）

第10回

データの分析（2）

第11回

データの分析（3）

第12回

データの分析（4）

第13回

分析結果の提示（1）

第14回

分析結果の提示（2）

第15回

小括

第16回

卒業論文の執筆・報告（1）

第17回

卒業論文の執筆・報告（2）

第18回

卒業論文の執筆・報告（3）

第19回

卒業論文の執筆・報告（4）

第20回

卒業論文の執筆・報告（5）

第21回

卒業論文の執筆・報告（6）

第22回

卒業論文の執筆・報告（7）

第23回

卒業論文の執筆・報告（8）

第24回

卒業論文の執筆・報告（9）

第25回

卒業論文の執筆・報告（10）

第26回

卒業論文の執筆・報告（11）

第27回

卒業論文の執筆・報告（12）

第28回

卒業論文の執筆・報告（13）

第29回

卒業論文の執筆・報告（14）

第30回

総括

授業計画コメント
上記の授業計画は暫定的なものであり、受講者の人数や関心に応じて変更する可能性がある。
授業方法
演習形式
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
文献調査、データ収集、データ分析、報告資料作成、卒業論文執筆など、授業時間外での準備には十分な時間と労力をかけること
が求められる。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
50 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
授業中にフィードバックを行う。
教科書
An Introduction to Empirical Legal Research,Lee Epstein & Andrew Martin,Oxford University Press,2014,9780199669066
参考文献
実証分析入門,森田果,日本評論社,2014,9784535557932
その他
・会社法またはコーポレート・ガバナンス分野での卒業論文の執筆を希望する者は、「国際企業法」の講義でB以上の成績を取得し
ていることを履修条件とする（A以上を取得していることが望ましい。また、「Corporate Finance and Law」の単位を取得済みである
ことが望ましい）。
・契約法・不法行為法・財産権法の分野での卒業論文の執筆を希望する者は、「国際ビジネスのための法学」および「Law and
Economics」の講義でいずれもB以上の成績を取得していることを履修条件とする（A以上を取得していることが望ましい。また、財
産権法分野での卒業論文の執筆を希望する者は、「Intellectual Property Rights in the Global Market」の単位を取得済みであるこ
と、契約法分野での卒業論文の執筆を希望する者は、「International Trade Law」の単位を取得済みであることが望ましい）。
※海外留学中に上記の科目に相当する科目の単位を取得した者は、担当教員に事前に相談すること。

講義コード

U511900112

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

牧田 りえ

単位

4

時間割

通年 木曜日 ５時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
適切なリサーチ・クエスチョンを見つけ、独力で卒業論文を完成させる。論文の概要について口頭でも説明できるようにする。
授業内容
実施回

内容

第1回

導入：年間スケジュール、卒業論文に求められるレベル

第2回

社会科学における議論の仕方（復習）

第3回

キーワードから既存の関連論文を集める

第4回

キーワードの定義を集める、キーワードの作業定義を決める

第5回

最初のリサーチ・クエスチョンについて発表、学生同士の意見交換

第6回

関連論文の読み込み、既存研究のレビュー

第7回

同上

第8回

研究方法（または議論の種類）の検討

第9回

見直したリサーチ・クエスチョンと研究方法について発表、学生同士の意見交換

第10回

データ収集の準備

第11回

データ分析の方針を立てる

第12回

研究計画の策定、中間プレゼンテーションの準備

第13回

【中間報告会】 口頭発表及び意見交換

第14回

同上（続き）

第15回

進捗状況の確認、研究計画の見直し

第16回

データ収集における問題点の検討

第17回

データ分析における問題点の検討

第18回

分析結果を用いた理論構築、リサーチ・クエスチョンとの整合性の検討

第19回

分析結果についての中間報告、学生同士の意見交換

第20回

論文全体のまとめ方、構成の確認

第21回

関連研究を整理し、リサーチ・クエスチョンに繋げる章の書き方

第22回

方法論に関する章の書き方

第23回

分析結果(resultsまたはfindings)の章の書き方

第24回

最終章および序章の書き方

第25回

論文のAbstractの書き方

第26回

最終プレゼンテーションの準備

第27回

【最終報告会】 口頭発表、及び意見交換

第28回

同上（続き）

第29回

卒業論文の加筆・修正

第30回

総括

授業計画コメント
履修者数に応じて、授業内容に変更が生じる場合がある。
授業方法
講義、個別指導、プレゼンテーション、グループ討論、及び全体討論。中間報告会、及び最終報告会は他教員の同演習科目と合同
で行なうため、履修者数に応じて、報告会に割り当てる回数に変更があり得る。
使用言語

日本語
準備学習（予習・復習）
授業時間はあくまで準備と確認の場であり、実際の作業や論文執筆は授業時間外に行なうことが求められる。各自で年間計画を立
てて、着実に調査・執筆等に取り組む習慣を身につけてほしい。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
70 ％ 卒業論文
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
30 ％ 論文概要の口頭発表
成績評価コメント
授業中に口頭発表等を行なっていても、完成した論文の提出がなければ単位の取得が認められない。
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
１２月中に学生が提出した論文に対し、授業内で直接フィードバックを行なう。教員からのコメントを受けて論文を修正する期間を設け
る。
教科書
社会科学系のための「優秀論文」作成術,川崎剛,勁草書房,2010,978-4326000340
How to Argue: Essential Skills for Writing and Speaking convincingly,A.Bonnett,Peason Education,2011,978-0273743859
教科書コメント
必要に応じてプリント類を配布する。
参考文献コメント
必要に応じて紹介する。
履修上の注意
事前の選考に合格している必要がある。
その他
教員からの指示を待つのではなく、各自の計画に従って自主的に必要な作業を進めていくようにしてほしい。休暇期間中も
Moodle、e-mailを通じて教員から適宜アドバイスを受けることが可能である。

講義コード

U511900113

科目名

卒業論文・卒業演習

英文科目名

Graduation Thesis

担当者名

山崎 泉

単位

4

時間割

通年 木曜日 ４時限 中央－５０８

科目ナンバリング

051A400

配当年次

学部 ４年

授業概要
本学部で学習してきたことをベースに卒業論文を作成する。卒業論文は英語3,000 語以上または日本語15,000字以上に加え、英語
によるAbstract（要点）作成が必要となる。また、英語によるプレゼンテーション資料を同時に作成する。優秀論文およびプレゼンテー
ションは担当教員から推薦され、最も優れた論文およびプレゼンテーションは学部全体で選考され表彰される。論文では、社会科学
の手法によるデータや資料を使用した仮説の検証と、課題解決が求められる。
到達目標
卒業論文・卒業演習では、専門演習IとIIで習得した知識と分析力等を基盤にして、卒業論文の完成に向けた研究活動を行う。具体
的に、報告や議論を積み重ねながら、卒論執筆に向けた知識の習得と、ゼミメンバー全員の分析力や考察力のさらなる向上に取り組
み、卒業論文の提出を完遂することを目標とする。
授業内容
実施回

内容

第1回

イントロダクション／専門演習I・ＩＩの振り返り

第2回

卒業論文の書き方（論文の形式等）について１

第3回

分析対象国の教育政策や教育システムに関する情報の入手方法

第4回

研究テーマの各自発表

第5回

分析方法/先行文献研究１： 重回帰分析の基礎

第6回

分析方法/先行文献研究２： 教育インプットと経済実験

第7回

分析方法/先行文献研究３： 教育インプットと回帰分断モデル

第8回

分析方法/先行文献研究４： 教育の選択と操作変数法

第9回

前期中間発表／卒業論文プロポーザル提出

第10回

前期中間発表・卒業論文プロポーザル振り返り

第11回

分析方法/先行文献研究５： 教育の資本化

第12回

分析方法/先行文献研究６： 教育の選択と経済実験

第13回

前期最終発表・卒業論文第一草稿提出

第14回

前期最終発表・卒業論文第一草稿振り返り

第15回

前期総括

第16回

後期イントロダクション

第17回

研究経過報告発表/卒業論文第二草稿の検討

第18回

卒業論文の書き方（論文の形式等）について２

第19回

卒業論文の書き方（論文の形式等）について３

第20回

分析方法/先行文献研究７： 教育の選択と選別

第21回

分析方法/先行文献研究８： 教育の選択と理論

第22回

分析方法/先行文献研究９： 地方分権化と異質性

第23回

分析方法/先行文献研究１０： 教員政策

第24回

後期中間発表/卒業論文第三草稿提出

第25回

中間発表と卒業論文第三草稿の振り返り

第26回

卒業論文の検討とディスカッション１

第27回

卒業論文の検討とディスカッション２

第28回

最終発表/卒業論文最終草稿提出

第29回

最終発表/卒業論文最終草稿の振り返り

第30回

総括

授業計画コメント
・卒業論文の締切は12月第３週の金曜になる予定（学部共通）
・先行文献研究で講読する文献は受講生の興味のあるテーマによって変更する可能性有
授業方法

授業方法
ミニ講義、ディスカッション、発表等
使用言語
日本語
準備学習（予習・復習）
週4時間程度。提示された資料を予習して参加すること。
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
60 ％ 卒業論文プロポーザル、卒業論文草稿、卒業論文
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ 出席状況、聴講態度、参加態度を総合的に評価
その他(備考欄を参照)
20 ％ 研究内容についての発表
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
レポートに対するフィードバックはMoodleや授業等を通じて行う。
教科書
Stataによるデータ分析入門 第2版 経済分析の基礎からパネル・データ分析まで,松浦寿幸,東京図書,第2,2015,9784489022180
教科書コメント
その他計量経済学に関する資料、教育経済学、労働経済学に関する論文を適宜使用する。
参考文献
Introductory Econometrics: A Modern Approach 5E,Wooldridge, J. M.,South-Western College Publishing,第
5,2012,9781111531041
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data,Wooldridge, J. M.,The MIT Press,第1,2010,978-0262232586
Impact evaluation in practice,Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J.,World Bank
Group,第2,2016,978-0-8213-8541-8
参考文献コメント
その他の参考文献は随時紹介する。
履修上の注意
専門演習IまたはIIの履修を必修とする。
その他
受講生と相談して研究者や国際機関等に勤務する職員を招待する回を設ける予定である。

講義コード

U512000102

科目名

Theme-Based Discussions：The Economy

英文科目名

Theme-Based Discussions : The Economy

担当者名

WANG George

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ４時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051I251

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to the economy. They will develop their critical
thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to what others say. They will use the reading,
listening, and note-taking skills that they developed in the first year to prepare for and participate in classes.
到達目標
Students will become familiar with key vocabulary and concepts of economics and the economy. They will develop basic fluency in
using this vocabulary and discussing the concepts in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course outline
Topic 1: The Power of Markets

第2回

Topic 2: Incentives Matter

第3回

Topic 3: Government and the Economy I (the Pros of Government)

第4回

Topic 4: Government and the Economy II (the Cons of Government)

第5回

Topic 5: Economics and Information

第6回

Topic 6: Productivity and Human Capital

第7回

Midterm

第8回

Topic 7: Financial Markets

第9回

Topic 8: The Power of Organized Interests

第10回

Topic 9: National Income Measurement

第11回

Topic 10: Central Bank

第12回

Topic 11: International Economics

第13回

Topic 12: International Trade

第14回

Comprehension check (Final Exam)

第15回

Course consolidation: Independent research

授業方法
Lectures, case study/discussion, and group projects
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
1. Students are required to read the cases before coming to class (approximately 30 mins).
2. The expected study time is 2 hours per week.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
25 ％
レポート
25 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％
その他(備考欄を参照)
25 ％ Final Exam, Project, or Presentation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive individual feedback for the submitted reports and exams.
General comments and average scores for the tests will be provided in class.
Feedback on presentations will be given in class or via Moodle.
教科書
None
参考文献
Naked Economics: Undressing the Dismal Science,Charles Wheelan,W. W. Norton & Company,2010,978-0393337648

参考文献コメント
The reference book can be borrowed from the library.
履修上の注意
There will be a limit to the number of students who can take this course.
Registration will only be available to those who participate in the lottery in the first class.

講義コード

U512000103

科目名

Theme-Based Discussions：The Economy

英文科目名

Theme-Based Discussions : The Economy

担当者名

MACGREGOR， Laura

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ２時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051I251

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to the economy. They will develop their critical thinking skills, the
ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to what others say. They will use the reading, listening, and note-taking skills
that they developed in the first year to prepare for and participate in classes. Topics for discussion will come from some of the concepts covered
in EITW and others will be based on current topics in the Japanese and global economies.

到達目標
Students will become familiar with key vocabulary and concepts of economics and the economy. They will develop basic fluency in
using this vocabulary and discussing the concepts and their ideas in English. They will also develop their presentation, research,
and writing skills.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Instructions for group discussions
Exploring web resources
Topic: The power of markets
HW: Readings and preparation for discussion

第2回

Warmup quiz on week 1
Group discussion
Topic: Incentives
HW: Readings and preparation for discussion
Short paper assigned

第3回

Warmup quiz on week 2
Group discussion
Topic: Artificial Intelligence
HW: Readings and preparation for discussion

第4回

Warmup quiz on week 3
Group discussion
Topic: Tariffs
HW: Readings and preparation for discussion
Short paper due (10%)

第5回

Warmup quiz on week 4
Group discussion
Topic: Bitcoin
HW: Readings and preparation for discussion
Research paper assigned: topic and source selection

第6回

Warmup quiz on week 5
Group discussion
Research paper outlines

第7回

Research paper peer review and revision

第8回

Research paper due (25%)
Student topics: selection and preparation

第9回

Student topic #1: discussion led by students

第10回

Student topic #2: discussion led by students
Presentation assigned: Brainstorming topics, finding sources, drafting the outline

第11回

Topic #3: discussion led by the instructor
Review of presentation style and techniques
Presentation preparation and practice

第12回

Presentations day 1

第13回

Presentations day 2

第14回

Presentation and research paper feedback
Course review and self-reflection, self-evaluation, goal setting for future study

第15回

Course consolidation, summing up

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class. Check the course's Moodle page for updates.
授業方法
Short lectures by the instructor on economics topics

Related videos and readings
Goup discussions
Homework preparation (including reading, note-taking, researching) for discussions, presentations, and individual research
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Plan to spend one hour after each class for reading, notetaking, reviewing vocabulary and concepts, and preparing for the next
class/next assignment.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
35 ％ Short paper (10%); Research paper (25%)
小テスト
15 ％ Warmup review quizzes on previous week's work
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％ Preparation and participation in discussions each week
(20%), and preparation and participation in student-led
discussions (10%)
その他(備考欄を参照)
20 ％ Presentation
成績評価コメント
Students will receive written feedback on all assignments. Where possible a rubric evaluation will be used. Grading criteria will be
given to students in advance.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical grades and comments wil be given for papers, presentations, and participation.
Numerical grades will be given for quizzes and mid-term exam.
教科書コメント
There is no textbook for the course. Materials will be provided by the instructor and available on the course's Moodle
page.
参考文献
Naked Economics 洋書,Wheelan, C.,W.W. Norton,2010,9780393337648
Microeconomics: A very short introduction 洋書,Dixit, A,Oxford University Press,2014,9780199689378
参考文献コメント
Copies of the reference books are on reserve in the Law/Economics library.
SS Moodle site for this class: http://moodle.iss.gakushuin.ac.jp
Oxford Online Dictionary (https://www.oxforddictionaries.com) An excellent resource for learning new vocabulary and how to
use it, and expanding your existing vocabulary. Download the app on your smartphone and put the icon on your home screen.
Also bookmark the URL on your laptop. and use it every time you want to check an English word.
履修上の注意
Up to 20 students may enroll in this course.
Registration will be available only to those who participate in the lottery in the first class.
その他
Being absent does not excuse you from homework, assignments and tests. It is your responsibility to submit work on time and
be prepared for class.

講義コード

U512000104

科目名

Theme-Based Discussions：The Economy

英文科目名

Theme-Based Discussions : The Economy

担当者名

MACGREGOR， Laura

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ２時限 南１－１０４

科目ナンバリング

051I251

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to the economy. They will develop their critical thinking skills, the
ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to what others say. They will use the reading, listening, and note-taking skills
that they developed in the first year to prepare for and participate in classes. Topics for discussion will come from some of the concepts covered
in EITW and others will be based on current topics in the Japanese and global economies.

到達目標
Students will become familiar with key vocabulary and concepts of economics and the economy. They will develop basic fluency in
using this vocabulary and discussing the concepts and their ideas in English. They will also develop their presentation, research,
and writing skills.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction
Instructions for group discussions
Exploring web resources
Topic: The power of markets
HW: Readings and preparation for discussion

第2回

Warmup quiz on week 1(5%)
Group discussion
Topic: Incentives
HW: Readings and preparation for discussion
Short paper assigned

第3回

Warmup quiz on week 2 (5%)
Group discussion
Topic: Artificial Intelligence
HW: Readings and preparation for discussion

第4回

Warmup quiz on week 3 (5%)
Group discussion
Topic: Tariffs
HW: Readings and preparation for discussion
Short paper due (10%)

第5回

Warmup quiz on week 4 (5%)
Group discussion
Topic: Bitcoin
HW: Readings and preparation for discussion
Research paper assigned: topic and source selection

第6回

Warmup quiz on week 5 (5%)
Group discussion
Research paper outlines

第7回

Research paper peer review and revision

第8回

Research paper due (25%)
Student topics: selection and preparation

第9回

Student topic #1: discussion led by students

第10回

Student topic #2: discussion led by students
Presentation assigned: Brainstorming topics, finding sources, drafting the outline, assigning roles

第11回

Topic #3: discussion led by the instructor
Review of presentation style and techniques
Presentation preparation and practice

第12回

Presentations day 1

第13回

Presentations day 2

第14回

Course review and self-reflection, self-evaluation, goal setting for future study

第15回

Course consolidation, summing up

授業計画コメント
The above schedule may change according to the pace of the class. Check the course's Moodle page for updates.
授業方法
Short lectures by the instructor on economics topics
Related videos and readings

Goup discussions
Homework preparation (including reading, note-taking, researching) for discussions, presentations, and individual research
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Plan to spend one hour after each class for reading, notetaking, reviewing vocabulary and concepts, and preparing for the next
class/next assignment.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
35 ％ Short paper (10%); Research paper (25%)
小テスト
25 ％ Warmup review quizzes on previous week's work (6 x 5%)
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Preparation and participation in group discussions, debate,
group presentation
その他(備考欄を参照)
20 ％ Presentation
成績評価コメント
Students will receive written feedback on all assignments. Where possible a rubric evaluation will be used. Grading criteria will be
given to students in advance.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Numerical grades and comments wil be given for papers, presentations, and participation.
Numerical grades will be given for quizzes and mid-term exam.
教科書コメント
There is no textbook for the course. Materials will be provided by the instructor and available on the course's Moodle
page.
参考文献
Naked Economics 洋書,Wheelan, C.,W.W. Norton,2010,9780393337648
Microeconomics: A very short introduction 洋書,Dixit, A,Oxford University Press,2014,9780199689378
参考文献コメント
Copies of the reference books are on reserve in the Law/Economics library.
SS Moodle site for this class: http://moodle.iss.gakushuin.ac.jp
Oxford Online Dictionary (https://www.oxforddictionaries.com) An excellent resource for learning new vocabulary and how to
use it, and expanding your existing vocabulary. Download the app on your smartphone and put the icon on your home screen.
Also bookmark the URL on your laptop. and use it every time you want to check an English word.
履修上の注意
Up to 20 students may enroll in this course.
Registration will be available only to those who participate in the lottery in the first class.
その他
Being absent does not excuse you from homework, assignments and tests. It is your responsibility to submit work on time and
be prepared for class.

講義コード

U512000201

科目ナンバリング

科目名

Theme-Based Discussions：Law and Society

副題

Human rights around the world

英文科目名

Theme-Based Discussions : Law and Society

担当者名

GRIFFITHS， David Haldane

単位

1

時間割

第１学期 月曜日 ３時限 南１－１０１

配当年次

051I252

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to law and how it functions in and affects society
using key vocabulary and concepts. They will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the
ability to respond to what others say. They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first
year to prepare for and participate in classes.
到達目標
Students will become familiar with key vocabulary and concepts of law and legal systems. They will develop basic fluency in using
this vocabulary and discussing the concepts in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation: introductions and guide to course

第2回

Initial skills training: note-taking and vocab-building exercises

第3回

Legal English workshop: how to talk about laws and cases

第4回

Cycle 1: human rights leaders: students choose person famous for human rights reasons (eg, Nelson Mandela)

第5回

Cycle 1: students present and discuss research

第6回

Cycle 1: students present further data

第7回

Cycle 1: presentation day: human rights leaders

第8回

Cycle 2: human rights cases: skills training: writing about cases: the “IRAC” method

第9回

Cycle 2: students choose famous human rights case from around the world

第10回

Cycle 2: students present and discuss research

第11回

Cycle 2: students present further data

第12回

Cycle 2: in-class preparation for final presentation

第13回

Cycle 2: students give presentations on famous human rights case

第14回

Course review: student reflections due

第15回

Reflection

授業方法
Classes will be conducted entirely in English using various media. Students will be expected to work individually and in groups
practising discussion skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to spend 1-2 hours a week preparing for this class. Work will include research, reading, note-taking, and
short opinion-writing. Students will be expected to compile a research diary.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
70 ％ PowerPoint presentation in class 14
中間テスト
20 ％ Written midterm test in class 7
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Students must be engaged in class.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will get feedback in person in class or by email: davidhgriffiths67@gmail.com

講義コード

U512000202

科目ナンバリング

科目名

Theme-Based Discussions：Law and Society

副題

Human rights law

英文科目名

Theme-Based Discussions : Law and Society

担当者名

GRIFFITHS， David Haldane

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 南１－１０１

配当年次

051I252

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to law and how it functions in and affects society
using key vocabulary and concepts. They will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the
ability to respond to what others say. They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first
year to prepare for and participate in classes.
到達目標
Students will become familiar with key vocabulary and concepts of law and legal systems. They will develop basic fluency in using
this vocabulary and discussing the concepts in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course orientation: Introductions and guide to course

第2回

Initial skills training: Note-taking and vocab-building exercises

第3回

Legal English workshop: How to talk about laws and cases

第4回

Cycle 1 human rights cases: students describe case facts and issues

第5回

Cycle 1 human rights cases: students locate relevant law

第6回

Cycle 1 human rights cases: students apply law and conclude

第7回

Midterm test: students write on a case

第8回

Cycle 2: human rights treaties: students choose a treaty in the human rights field

第9回

Cycle 2: human rights treaties: students present research on treaty history and purpose

第10回

Cycle 2: human rights treaties: students present research on treaty structure

第11回

Cycle 2: human rights treaties: students present research on key articles in treaty

第12回

Cycle 2: human rights treaties: students present research on Japan's compliance with treaty

第13回

Cycle 2: human rights treaties: students present research on a recent controversy in the news

第14回

Cycle 2: human rights treaties: students make PowerPoint presentations on treaty

第15回

Course consolidation: counselling and student reflections due

授業方法
Classes will be conducted entirely in English using various media. Students will be expected to work individually and in groups
practicing discussion skills.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be expected to spend 1-2 hours a week preparing for this class. Work will include research, reading, note-taking, and
short opinion-writing. Students will be expected to compile a research diary.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
70 ％ PowerPoint presentation in class 14
中間テスト
20 ％ Written midterm test in class 7
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
10 ％ Students must be engaged in class.
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Instructor will give written and oral feedback to students in class or by email.
履修上の注意
Maximum class size: 25 students. Lottery will be conducted on the first day if necessary.

講義コード

U512000301

科目名

Theme-Based Discussions：Business

英文科目名

Theme-Based Discussions : Business

担当者名

WANG George

単位

1

時間割

第１学期 金曜日 ２時限 西２－４０６

科目ナンバリング

051I253

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on various business topics using key vocabulary and concepts. They
will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to what others say.
They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first year to prepare for and participate in
classes.
到達目標
Students will become familiar with key vocabulary and concepts of business. They will develop basic fluency in using this
vocabulary and discussing business concepts in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course outline
Topic 1 - Globalizing business
(Case study: “New Balance – Globalization”

第2回

Topic 2 - Understanding formal institutions
(Video: “Moral Hazard in Business”)
(Case study: “HSBC Bank”)

第3回

Topic 3 - Emphasizing cultures, ethics, and norms
(Case study: “Cultural Difference in Business”)

第4回

Topic 4 (1/2) - Leveraging resources and capabilities
(Case study: “China and India – Racing to the Top of the World”)

第5回

Topic 4 (2/2) - Leveraging resources and capabilities
(Video: “Supply Chain”)
(Case study: “Wal-Mart”)

第6回

Topic 5 - Trading internationally
(Case study: “Cuban Economy” and “Brazil’s Cost”)

第7回

Midterm

第8回

Topic 6 - Investing abroad directly
(Lecture: Forms of International Investment)
(Case study: “Volkswagen”)

第9回

Topic 7 - Dealing with foreign exchange
(Video: “Mobile Payment”)
(Case study: “EU Central Bank and Interest Rates”)

第10回

Topic 8 - Capitalizing on global and regional integration
(Case study: “Trans Pacific Partnership”)

第11回

Topic 9 - Growing and internationalizing the entrepreneurial firm
(Video: “Outsourcing – Entrepreneurship”)
(Case study: “Microfinance”)

第12回

Topic 10 (1/2) - Managing corporate social responsibility globally
(Case study: “Marks and Spencer: Plan A”)

第13回

Topic 10 (2/2) - Managing corporate social responsibility globally
(Case study: “China Mining in Australia”)

第14回

Comprehension check (Final Exam)

第15回

Course consolidation: Independent research

授業方法
Lectures, case study/discussion, and group projects
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
1. Students are required to read the cases before coming to class (approximately 30 mins).
2. The expected study time is 2 hours per week.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
25 ％
レポート
25 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％
その他(備考欄を参照)
25 ％ Final Exam, Project, or Presentation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive individual feedback for the submitted reports and exams.
General comments and average scores for the tests will be provided in class.
Feedback on presentations will be given in class or via Moodle.
教科書
None
参考文献
Global 2,Mike Peng,Cengage Learning,2,2015,9781111821753
参考文献コメント
The reference book can be borrowed from the library.
履修上の注意
There will be a limit to the number of students who can take this course.
Registration will only be available to those who participate in the lottery in the first class.

講義コード

U512000302

科目名

Theme-Based Discussions：Business

英文科目名

Theme-Based Discussions : Business

担当者名

WANG George

単位

1

時間割

第２学期 月曜日 ３時限 南１－３０６

科目ナンバリング

051I253

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on various business topics using key vocabulary and concepts. They
will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to what others say.
They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first year to prepare for and participate in
classes.
到達目標
Students will become familiar with key vocabulary and concepts of business. They will develop basic fluency in using this
vocabulary and discussing business concepts in English.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course outline
Topic 1 - Globalizing business
(Case study: “New Balance – Globalization”

第2回

Topic 2 - Understanding formal institutions
(Video: “Moral Hazard in Business”)
(Case study: “HSBC Bank”)

第3回

Topic 3 - Emphasizing cultures, ethics, and norms
(Case study: “Cultural Difference in Business”)

第4回

Topic 4 (1/2) - Leveraging resources and capabilities
(Case study: “China and India – Racing to the Top of the World”)

第5回

Topic 4 (2/2) - Leveraging resources and capabilities
(Video: “Supply Chain”)
(Case study: “Wal-Mart”)

第6回

Topic 5 - Trading internationally
(Case study: “Cuban Economy” and “Brazil’s Cost”)

第7回

Midterm

第8回

Topic 6 - Investing abroad directly
(Lecture: Forms of International Investment)
(Case study: “Volkswagen”)

第9回

Topic 7 - Dealing with foreign exchange
(Video: “Mobile Payment”)
(Case study: “EU Central Bank and Interest Rates”)

第10回

Topic 8 - Capitalizing on global and regional integration
(Case study: “Trans Pacific Partnership”)

第11回

Topic 9 - Growing and internationalizing the entrepreneurial firm
(Video: “Outsourcing – Entrepreneurship”)
(Case study: “Microfinance”)

第12回

Topic 10 (1/2) - Managing corporate social responsibility globally
(Case study: “Marks and Spencer: Plan A”)

第13回

Topic 10 (2/2) - Managing corporate social responsibility globally
(Case study: “China Mining in Australia”)

第14回

Comprehension check (Final Exam)

第15回

Course consolidation: Independent research

授業方法
Lectures, case study/discussion, and group projects
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
1. Students are required to read the cases before coming to class (approximately 30 mins).
2. The expected study time is 2 hours per week.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
25 ％
レポート
25 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％
その他(備考欄を参照)
25 ％ Final Exam, Project, or Presentation
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive individual feedback for the submitted reports and exams.
General comments and average scores for the tests will be provided in class.
Feedback on presentations will be given in class or via Moodle.
教科書
None
参考文献
Global 2,Mike Peng,Cengage Learning,2,2015,9781111821753
参考文献コメント
The reference book can be borrowed from the library.
履修上の注意
There will be a limit to the number of students who can take this course.
Registration will only be available to those who participate in the lottery in the first class.

講義コード

U512000303

科目名

Theme-Based Discussions：Business

英文科目名

Theme-Based Discussions : Business

担当者名

HAMMOND， Christopher Doug

単位

1

時間割

第１学期 木曜日 ２時限 南１－３０５

科目ナンバリング

051I253

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on various business topics using key vocabulary and concepts. They
will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to what others say.
They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first year to prepare for and participate in
classes.
到達目標
•Development of English language skills such as reading, note-taking and discussion and debate,
•Acquisition of basic knowledge of issues in the contemporary business world in Japan and in other countries.
授業内容
実施回

内容

第1回

•Introductions and explanation of the course
•Video and discussion

第2回

discussion of assigned reading; innovation and entrepreneurship

第3回

discussion of assigned reading: AI and the 4th Industrial Revolution

第4回

discussion of assigned reading: the gender pay gap

第5回

discussion of assigned reading: LGBT and SOGI issues in the workplace

第6回

discussion of assigned reading: Intersectionality - race, class, and immigration status in the workplace

第7回

discussion of assigned reading: The environment and corporate social responsibility (CSR)

第8回

discussion of assigned reading: Issues facing businesses in Japan - population decline, 'Womenomics' and
immigration

第9回

discussion of assigned reading: job-hunting and changing careers in different countries

第10回

Student group presentation and discussion

第11回

Student group presentation and discussion

第12回

Student group presentation and discussion

第13回

Student group presentation and discussion

第14回

Student group presentation and discussion

第15回
授業方法
The class will be conducted in an active learning format. Students will be required to read and prepare notes and discussion
questions about the assigned reading. Then in class, students will have discussions in groups of four, followed by a whole class
discussions.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Preparatory reading for the lecture and the discussion is required. Students are required to have basic knowledge of the topic and
relevant vocabulary before actively participating in the discussion in English.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
70 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％ Group presentation and leading of one class disucssion
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given directly in class.

講義コード

U512000401

科目ナンバリング

科目名

Theme-Based Discussions：International Relations

英文科目名

Theme-Based Discussions : International Relations

担当者名

MORGAN， Steven G．

単位

1

時間割

第１学期 火曜日 ３時限 南１－２０６

配当年次

051I254

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to international relations using key vocabulary and
concepts. They will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to
what others say. They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first year to prepare for and
participate in classes.
到達目標
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to international relations using key vocabulary and
concepts. They will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to
what others say. They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first year to prepare for and
participate in classes.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introducing International Relations I

第2回

Introducing International Relations II

第3回

States in World History I

第4回

States in World History II

第5回

International Relations in the 20th and 21st Centuries

第6回

(preparation for midterm presentations)

第7回

Midterm Presentations

第8回

Security and Insecurity in the Contemporary World

第9回

Global Governance and World Order

第10回

International Political Economy

第11回

International Relations in a Globalizing World

第12回

A Post-International World?

第13回

(preparation for final presentations)

第14回

Final Presentations

第15回

Course Consolidation

授業方法
This course will be taught through the Reciprocal Teaching Method in which the students and teacher engage in dialogues aimed at
jointly constructing the numerous possible meanings associated with a given text. These dialogues will be structured by the
activities of summarizing, question-generating, clarifying, and predicting.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 1.5 to 2 hours of reading, writing, and discussion preparation per week
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Final Presentation
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Midterm Presentation
レポート
40 ％ Four academic reaction papers (10% each)
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Continuous assessment
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given both orally and via Moodle.
教科書
International Relations (洋書）,S. Lawson,Polity Press,3rd,2017,9781509508562
履修上の注意
Class size will be limited to 20. In the event that more than twenty students wish to take the class, a short essay test on a topic

related to international relations will be administered on the first day to determine those who will be accepted.

講義コード

U512000402

科目ナンバリング

科目名

Theme-Based Discussions：International Relations

英文科目名

Theme-Based Discussions : International Relations

担当者名

MORGAN， Steven G．

単位

1

時間割

第２学期 火曜日 ３時限 南１－２０６

配当年次

051I254

学部 ２年～３年

授業概要
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to international relations using key vocabulary and
concepts. They will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to
what others say. They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first year to prepare for and
participate in classes.
到達目標
Students will learn how to lead and participate in discussions on topics related to international relations using key vocabulary and
concepts. They will develop their critical thinking skills, the ability to express their ideas clearly, and the ability to respond to
what others say. They will use the reading, listening, and note-taking skills that they developed in the first year to prepare for and
participate in classes.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introducing International Relations I

第2回

Introducing International Relations II

第3回

States in World History I

第4回

States in World History II

第5回

International Relations in the 20th and 21st Centuries

第6回

(preparation for midterm presentations)

第7回

Midterm Presentations

第8回

Security and Insecurity in the Contemporary World

第9回

Global Governance and World Order

第10回

International Political Economy

第11回

International Relations in a Globalizing World

第12回

A Post-International World?

第13回

(preparation for final presentations)

第14回

Final Presentations

第15回

Course Consolidation

授業方法
This course will be taught through the Reciprocal Teaching Method in which the students and teacher engage in dialogues aimed at
jointly constructing the numerous possible meanings associated with a given text. These dialogues will be structured by the
activities of summarizing, question-generating, clarifying, and predicting.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 1.5 to 2 hours of reading, writing, and discussion preparation per week
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
20 ％ Final Presentation
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Midterm Presentation
レポート
40 ％ Four academic reaction papers (10% each)
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Continuous assessment
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given both orally and via Moodle.
教科書
International Relations （洋書）,S. Lawson,Polity Press,3rd,2017,9781509508562
履修上の注意
Class size will be limited to 20. In the event that more than twenty students wish to take the class, a short essay test on a topic

related to international relations will be administered on the first day to determine those who will be accepted.

講義コード

U512100101

科目名

Group Project

英文科目名

Group Project

担当者名

笹沼 塩美

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ３時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051I255

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
This class helps students acquire introductory level social science terminology and language in English, while learning how to use
academic English skills, knowledge, and vocabulary involved in basic social studies research processes. The project topics and
themes may include, but are not limited to: diversity, sustainable development, innovations, and information technologies. The
students will gather data though field research, mainly by conducting surveys and interviews.
到達目標
In this course, students will form teams, and each team will conduct a small research project to explore a social issue of its choice.
Each team of students will work together to design a project, conduct library research, write a project proposal, gather and
analyze data, and make a presentation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction & Course Overview / Preliminary Activity

第2回

Social Business Overview / Skills Development

第3回

Special Topics in Social Business (1) / Skills Development

第4回

Special Topics in Social Business (2) / Skills Development

第5回

Group Project Overview & Idea Generation / Skills Development

第6回

Group Project Planning / Skills Development

第7回

Group Project Preparation / Skills Development

第8回

Group Project Preparation / Skills Development

第9回

Group Preparation & Preview / Skills Development

第10回

Group Project Preparation & Preview / Skills Development

第11回

Group Presentation Practice

第12回

Group Presentation Practice

第13回

Group Project Final Presentation

第14回

Group Project Final Presentation & Wrap Up

第15回

Summary / Review

授業計画コメント
Schedule may change as necessary
授業方法
Student-centered learning will be emphasized. Includes Group & Individual work.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should complete assigned tasks and read or review provided materials to prepare for class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ Project proposal, report, implementation
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Attitude, attendance, discussion & participation
その他(備考欄を参照)
50 ％ Project preview & presentation
成績評価コメント
Both individual and group work will be evaluated. Final Project wiill be evaluated based on evaluation criteria by both peers and
instructor.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Submitted drafts will be reviewed, commented, and returned to students before final version is submitted.
参考文献コメント

English Dictionary
履修上の注意
Guideline for class size is 20 to 25 (or more). If the number exceeds, priority goes to: (1) 3rd year students
(2) 2nd year students (3) students from other faculty.
その他
1) Instructor prepared handouts will be used for class.
2) Students are encouraged to speak English at all times in class, regardless of their English level.
3) Students are asked to bring their own PCs when instructed to do so.

講義コード

U512100102

科目名

Group Project

英文科目名

Group Project

担当者名

田中 暁子

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ３時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051I255

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
This class helps students acquire introductory level social science terminology and language in English, while learning how to use
academic English skills, knowledge, and vocabulary involved in basic social studies research processes. The project topics and
themes may include, but are not limited to: diversity, sustainable development, innovations, and information technologies. The
students will gather data though field research, mainly by conducting surveys and interviews.
到達目標
In this course, students will form teams, and each team will conduct a small research;project to explore a social issue of its choice.
Each team of students will work together to design a proect, conduct library reasearch, write a project proposal, gather and
analyze data, and make a presentation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction & Course Overview
Preliminary Activity

第2回

For-Profit Business Overview
Skills Development

第3回

Special Topics in For-Profit Business
Skills Development

第4回

Non-Profit Business Overview
Skills Development

第5回

Special Topics in Non-Profit Business
Skills Development

第6回

Group Project Overview & Idea Generation
Skills Development

第7回

Group Project Preparation ①
Skills Development

第8回

Group Project Preparation ②
Skills Development

第9回

Group Project Preparation & Preview ①
Skills Development

第10回

Group Project Preparation & Preview ②
Skills Development

第11回

Group Presentation Practice
Skills Development

第12回

Group Presentation Practice
Skills Development

第13回

Group Project Final Presentation

第14回

Group Project Final Presentation
Wrap up

第15回

Summary / Review

授業計画コメント
Schedule may change as necessary
授業方法
Student-centered learning will be emphasized. Includes Group & Individual work.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should complete assigned tasks and read or review provided materials to prepare for class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ Project proposal, report implementation
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％
その他(備考欄を参照)
50 ％ Project preview, presentation & other tasks
成績評価コメント
Both individual and group work will be evaluated. Final Project will be evaluated based on evaluation criteria by both peers and
instructor.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Submitted drafts will be reviewed, commented, and returned to students before final version is submitted.
参考文献コメント
English Dictionary
履修上の注意
Guideline for class size is 20 to 25 (or more)
その他
1) Instructor prepared handouts will be used for class.
2) Students are encouraged to speak English at all times in class, regardless of their English level.
3) Students are asked to bring their own PCs when instructed to do so.

講義コード

U512100103

科目名

Group Project

英文科目名

Group Project

担当者名

LEUNG， Chi Yan Ricky

単位

1

時間割

第１学期 金曜日 ３時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051I255

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
This class helps students acquire introductory level social science terminology and language in English, while learning how to use
academic English skills, knowledge, and vocabulary involved in basic social studies research processes. The project topics and
themes may include, but are not limited to: diversity, sustainable development, innovations, and information technologies. The
students will gather data though field research, mainly by conducting surveys and interviews.
到達目標
In this course, students will form teams, and each team will conduct a small research project to explore a social issue of its choice.
Each team of students will work together to design a project, conduct research, write a project proposal, gather and analyze data,
and make a final presentation.
授業内容
実施回

内容

第1回

Class introduction - Class introduction, social issues

第2回

Group projects introduction - Homework introduction, social issues, group projects

第3回

Communication and social issues 1 - Current Social Issues

第4回

Research and field research 1 - Media

第5回

Communication strategy and design 1 - Gender Equality

第6回

Communication and social issues 2 - Education

第7回

Research and field research 2 - Modern Workplace

第8回

Group Project: Presentation Proposals

第9回

Communication and social issues 3 - Sexuality

第10回

Research and field research 3 - Japan's Demographics

第11回

Communication and social issues 4 - Personal values and ethics

第12回

Project work and advising 1 - Group work and putting together your presentation

第13回

Group projects final presentations group 1

第14回

Group projects final presentations group 2

第15回

Review

授業方法
Group work, discussion, gathering and presenting information, critical thinking and analysis, communication.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Depending on your research topic, teamwork, and progress, expect 3 hours of work each week
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
65 ％ Group project
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
25 ％
その他(備考欄を参照)
10 ％ Homework
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will be given in-class oral and written feedback.
教科書コメント
[0] No textbook is required for this course; all materials will be provided by the instructor.
履修上の注意
*The maximum number of students who can take this class is 20 students.
*If more than 20 students would like to take this class, there will be a registration lottery in the first class to determine which
students can or cannot take the class.
*Registration priority will be set at: 4th > 3rd > 2nd > Students from other faculties.

講義コード

U512101101

科目名

Business Communication

英文科目名

Business Communication

担当者名

笹沼 塩美

単位

1

時間割

第１学期 水曜日 ４時限 南１－１０１

科目ナンバリング

051I256

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
This is a practical English course that introduces students to some of the major forms of communication in a business environment, including, but
not limited to: correspondence, requests for information, presentations, proposals, and reports. They will also have training in how to write
resumes and prepare for job interviews. They will learn the relevant vocabulary and the procedures for preparation and delivery of these through
roleplays, simulations, and case studies. Students will work in pairs and small groups using all four English language skills, further building on the
language skills that they developed in their first-year foundation courses.

到達目標
Development of practical English skills and basic knowledge of operational practices in the communicative functions of a business
workplace environment.
授業内容
実施回

内容

第1回

Intros, course schedule and aims, ground rules. Intro to e-learning course. Speaking: meeting business parters in
a netowrking simulation. Feedback

第2回

Speaking: talking about urgency in a business situation; persuading people to do things; meeting deadlines.
Feedback

第3回

Speaking: presentation skills; making short presentations; presentation structure. Feedback

第4回

Writing: Informal emails; polite requests; sequencing points in a message. Feedback

第5回

Quiz 1. Speaking: brainstorming solutions; making, responding to, and evaluating suggestions. Feedback

第6回

Speaking: presentation skill con't; opening the presentation; speaking with emphasis; referning to visual
information. Feedback

第7回

Speaking: making small talk; keeping a conversation moving; ending conversations politely. Feedback

第8回

Writing: short factual reports; reporting trends; commenting on figures. Feedback.

第9回

Quiz 2.Speaking: leading a business meeting; encouraging people to speak; summarizing main points. Feedback

第10回

Speaking: concluding a presentation; asking and dealing with questions. Feedback

第11回

Speaking: negotiating and concluding a deal; reviewing achievement; celebrating success. Feedback

第12回

Writing: minutes of business meeting; recording decisions and action points. Feedback

第13回

Quiz 3. Business presentations 1. Student presentations (first half)

第14回

Business presentations 2. Student presentations (second half)

第15回

Course consolidation: Independent research

授業計画コメント
The course will proceed at a pace commensurate with students' levels and abilities.
授業方法
Lectures, discussions, reading, listening, vocabulary quizzes, role-plays, watching videos, note-taking, presentations.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately one hour after each class: review lesson, do reading and writing homework, prepare thoroughly for upcoming
lessons.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
30 ％ Presentation
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
小テスト
30 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ (i) Discussion performance, (ii) Preparation for class
その他(備考欄を参照)
20 ％ (i) informal emails, (ii) short factual reports, (iii) formal
correspondence
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will receive written feedback on presentations and oral feedback on class discussion performance. Quiz papers will be
returned, and explanations are given within class work.

教科書
Business Plus 3 （語学テキスト）,Margaret Helliwell,Cambridge University Press,2015,978-1-107-66187-5
履修上の注意
There will be a limit to the number of students who can take this course.
Registration will only be available to those who participate in the lottery in the first class.

講義コード

U512101102

科目名

Business Communication

英文科目名

Business Communication

担当者名

田中 暁子

単位

1

時間割

第２学期 水曜日 ４時限 南１－２０６

科目ナンバリング

051I256

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
This is a practical English course that introduces students to some of the major forms of communication in a business environment, including, but
not limited to: correspondence, requests for information, presentations, proposals, and reports. They will also have training in how to write
resumes and prepare for job interviews. They will learn the relevant vocabulary and the procedures for preparation and delivery of these through
roleplays, simulations, and case studies. Students will work in pairs and small groups using all four English language skills, further building on the
language skills that they developed in their first-year foundation courses.

到達目標
Development of practical English skills and basic knowledge of operational practices in the communicative functions of a business
workplace environment.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introduction & Course Overview / Multi-skills Assessment

第2回

Written Communication Skills - Writing Positive Messages

第3回

Written Communication Skills - Writing Negative Messages

第4回

Written Communication SKills - Writing Persuasive Messages

第5回

Written Communication Skills - Preparing Resumes and Cover Letters

第6回

Discussing & Negotiating Skills - Discussion Overview / Practice

第7回

Discussing & Negotiating Skills - Negotiation Overview

第8回

Discussing & Negotiating Skills - Negotiation Practice (1)

第9回

Discussing & Negotiating Skills - Negotiation Practice (2)

第10回

Speech & Presenation Skills - Presentation Overview

第11回

Speech & Presentation Skills - Presentation (1)

第12回

Speech & Presentation Skills - Presentation (2)

第13回

Speech & Presentation Skills - Presentation (3)

第14回

Final Assessment / Course Reflection

第15回

Summary / Review

授業計画コメント
Schedule may change as necessary.
授業方法
Student-centered learning will be emphasized. Includes Group & Individual work.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should completel assigned tasks and read or review provided materials to prepare for class.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ Written Tasks
小テスト
20 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％ Presentation & Oral Reporting
成績評価コメント
Both individual and group work will be evaluated.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
For assignments, submitted drafts will be reviewed, commented, and returned to students before final version is submitted.
参考文献コメント

English Dictionary
履修上の注意
Guideline for class size is 20 to 25 (or more). Guideline for class size is 20 to 25 (or more). If the number exceeds, priority goes
to: (1) 3rd year students (2) 2nd year students (3) students from other faculty.
その他
1) Instructor prepared handouts will be used for class.
2) Students are encouraged to speak English at all times in class, regardless of their English level.
3) Students are asked to bring their own PCs when instructed to do so.

講義コード

U512101104

科目名

Business Communication

英文科目名

Business Communication

担当者名

HAMMOND， Christopher Doug

単位

1

時間割

第２学期 木曜日 ２時限 南１－３０５

科目ナンバリング

051I256

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
This is a practical English course that introduces students to some of the major forms of communication in a business environment, including, but
not limited to: correspondence, requests for information, presentations, proposals, and reports. They will also have training in how to write
resumes and prepare for job interviews. They will learn the relevant vocabulary and the procedures for preparation and delivery of these through
role-plays, simulations, and case studies. Students will work in pairs and small groups using all four English language skills, further building on
the language skills that they developed in their first-year foundation courses.

到達目標
•Development of English language skills for business such as writing e-mails, setting agendas, conducting meetings, taking meeting
minutes, conducting market research and giving presentations to clients.
•Acquisition of basic knowledge of issues in the contemporary business world in Japan and in other countries.
授業内容
実施回

内容

第1回

Introductions and explanation of the course
Role plays and writing business emails.

第2回

Arranging meetings, setting meeting agendas

第3回

Taking part in meetings. Taking meeting minutes

第4回

Developing a presentation for a client

第5回

Presentation preparation

第6回

Presenting to clients activity

第7回

Writing an executive summary report

第8回

Writing an executive summary report

第9回

Conducting a SWOT analysis

第10回

Conducting marketing focus groups

第11回

Creation of a marketing report

第12回

Presentation preparation of a marketing report

第13回

Student Presentations

第14回

Student Presentations

第15回
授業方法
The class will be conducted in an active learning format. Students will be required to work independently and in groups to
complete a range of projects.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students will be required to work outside of class both individually and with group members in order to complete assignments.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
70 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback will be given on each assignment either verbally or in writing. Students will be given rubrics in advance for all graded
assignments.

講義コード

U512102101

科目名

Critical Reading

英文科目名

Critical Reading

担当者名

LEUNG， Chi Yan Ricky

単位

1

時間割

第１学期 金曜日 ４時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051I257

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
This class helps students acquire knowledge and skills for critical reading, as necessary academic and intellectual tools to participate fully in
social studies research communities worldwide. In particular, students will learn a set of critical viewpoints from which they can examine various
types of materials (e.g., written, audio, and visual). They will understand the effects of social and economic activities from multiple critical
perspectives and develop vocabulary and strategies for critically discussing theoretical and practical aspects of social studies issues.

到達目標
In this course, students will be introduced to and become familiar with a range of viewpoints to critically read various kinds of
texts. Students will also learn the ways to discuss a variety of topics and texts from such critical viewpoints.
授業内容
実施回

内容

第1回

Class introduction and culture 1

第2回

Culture 2 - Examples of modern societal issues

第3回

Language and communication 1

第4回

Language and communication 2

第5回

The digital world

第6回

Education

第7回

The modern workplace

第8回

Dating, marriage, divorce

第9回

Gender

第10回

Diversity

第11回

Modern Japan

第12回

Crime

第13回

The changing face of beauty

第14回

Final test

第15回

Review

授業方法
Reading, writing, critical thinking, discussion, debate, presentation, group work, task-based activities.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
You can expect up to 3 hours of homework and preparation time a week.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ Reading responses
小テスト
25 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
45 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
In-class oral and written feedback will be provided to students.
教科書コメント
[0] No textbook is required for this course; all materials will be provided by the instructor.
履修上の注意
*The maximum number of students who can take this class is 20 students.
*If more than 20 students would like to take this class, there will be a registration lottery in the first class to determine which
students can or cannot take the class.
*Registration priority will be set at: 4th > 3rd > 2nd > Students from other faculties.

講義コード

U512102102

科目名

Critical Reading

英文科目名

Critical Reading

担当者名

LEUNG， Chi Yan Ricky

単位

1

時間割

第２学期 金曜日 ３時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051I257

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
This class helps students acquire knowledge and skills for critical reading, as necessary academic and intellectual tools to participate fully in
social studies research communities worldwide. In particular, students will learn a set of critical viewpoints from which they can examine various
types of materials (e.g., written, audio, and visual). They will understand the effects of social and economic activities from multiple critical
perspectives and develop vocabulary and strategies for critically discussing theoretical and practical aspects of social studies issues.

到達目標
In this course, students will be introduced to and become familiar with a range of viewpoints to critically read various kinds of
texts. Students will also learn the ways to discuss a variety of topics and texts from such critical viewpoints.
授業内容
実施回

内容

第1回

Class introduction and culture 1

第2回

Culture 2 - Examples of modern societal issues

第3回

Language and communication 1

第4回

Language and communication 2

第5回

The digital world

第6回

Education

第7回

The modern workplace

第8回

Dating, marriage, divorce

第9回

Gender

第10回

Diversity

第11回

Modern Japan

第12回

Crime

第13回

The changing face of beauty

第14回

Final test

第15回

Review

授業方法
Reading, writing, critical thinking, discussion, debate, presentation, group work, task-based activities.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
You can expect up to 3 hours of homework and preparation time a week.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
30 ％ Reading responses
小テスト
25 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
45 ％
その他(備考欄を参照)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
In-class oral and written feedback will be provided to students.
教科書コメント
[0] No textbook is required for this course; all materials will be provided by the instructor.
履修上の注意
*The maximum number of students who can take this class is 20 students.
*If more than 20 students would like to take this class, there will be a registration lottery in the first class to determine which
students can or cannot take the class.
*Registration priority will be set at: 4th > 3rd > 2nd > Students from other faculties.
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授業概要
Students will develop their critical thinking and writing skills. They will use the research skills they developed in their first-year
foundation courses to find, evaluate, make notes on, analyse, and write about a topic. Students will work in pairs and groups in
activities such as brainstorming, outlining and peer editing as they proceed through the research and writing processes. The goal
will be for students to become competent writers in English in the field of social sciences.
到達目標
Students will develop their critical thinking and writing skills. They will use the research skills they developed in their first-year foundation
courses to find, evaluate, make notes on, analyse, and write about a topic. Students will work in pairs and groups in activities such as
brainstorming, outlining and peer editing as they proceed through the research and writing processes. The goal will be for students to become
competent writers in English in the field of social sciences.
この授業では、クリティカル・シンキングと高度なライティングのスキルを養成し、社会科学に関連する、優れたエッセイを英語で作文することを目的
とする。具体的には、基礎科目で培ったリサーチスキルを活用し、トピックの選択・ノート取り・分析・作文を行う。リサーチと作文の過程では、ペアや
グループで、ブレインストーミング・概要文の作成・クラスメートと相互編集等を行い、エッセイを仕上げる。

授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation, Intro to Expository Essay

第2回

Expository Essay (Rough Draft)

第3回

Expository Essay (Peer Edit)

第4回

Expository Essay (Instructor Conference)

第5回

Research and Citation

第6回

Research and Citation

第7回

Quiz & Intro to Compare/Contrast Essay

第8回

Compare/Contrast Essay (Rough Draft)

第9回

Compare/Contrast Essay (Peer Edit)

第10回

Compare/Contrast Essay (Instructor Conference)

第11回

Intro to Argumentative Essay

第12回

Argumentative Essay (Rough Draft)

第13回

Argumentative Essay (Peer Edit)

第14回

Argumentative Essay (Instructor Conference)

第15回

Final class - Course review and Feedback

授業方法
Process Writing (Brainstorming, Multiple Drafts, Revisions and Edits, Final Copy) will be taught and students are expected to use
this method when writing their academic essays. Students must also participate in class discussion (small and large group) and peer
evaluation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to research topics outside of class and find additional academic sources for citation. Students must also
complete drafts and final copies for submission. Students can expect one or two hours of homework depending upon their usage of
in-class time.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
75 ％
小テスト
10 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Assessment 1: Essay 1 (20%)
Assessment 2: Essay 2 (25%)

Assessment 3: Essay 3 (30%)
Assessment 4: Plagiarism Quiz (10%)
Assessment 5: Participation (15%)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will recieve both oral and written feedback from the instructor. In addition, they will receive peer feedback.
教科書
Academic Writing Skills 2 Student's Book （語学テキスト),Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki,Cambridge
University Press,2011,978-1107621091
履修上の注意
Maximum Enrollment is set at 12 students.
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授業概要
Students will develop their critical thinking and writing skills. They will use the research skills they developed in their first-year
foundation courses to find, evaluate, make notes on, analyse, and write about a topic. Students will work in pairs and groups in
activities such as brainstorming, outlining and peer editing as they proceed through the research and writing processes. The goal
will be for students to become competent writers in English in the field of social sciences.
到達目標
Students will develop their critical thinking and writing skills. They will use the research skills they developed in their first-year foundation
courses to find, evaluate, make notes on, analyse, and write about a topic. Students will work in pairs and groups in activities such as
brainstorming, outlining and peer editing as they proceed through the research and writing processes. The goal will be for students to become
competent writers in English in the field of social sciences.
この授業では、クリティカル・シンキングと高度なライティングのスキルを養成し、社会科学に関連する、優れたエッセイを英語で作文することを目的
とする。具体的には、基礎科目で培ったリサーチスキルを活用し、トピックの選択・ノート取り・分析・作文を行う。リサーチと作文の過程では、ペアや
グループで、ブレインストーミング・概要文の作成・クラスメートと相互編集等を行い、エッセイを仕上げる。

授業内容
実施回

内容

第1回

Orientation, Intro to Expository Essay

第2回

Expository Essay (Rough Draft)

第3回

Expository Essay (Peer Edit)

第4回

Expository Essay (Instructor Conference)

第5回

Research and Citation

第6回

Research and Citation

第7回

Quiz & Intro to Compare/Contrast Essay

第8回

Compare/Contrast Essay (Rough Draft)

第9回

Compare/Contrast Essay (Peer Edit)

第10回

Compare/Contrast Essay (Instructor Conference)

第11回

Intro to Argumentative Essay

第12回

Argumentative Essay (Rough Draft)

第13回

Argumentative Essay (Peer Edit)

第14回

Argumentative Essay (Instructor Conference)

第15回

Final class - Course review and Feedback

授業方法
Process Writing (Brainstorming, Multiple Drafts, Revisions and Edits, Final Copy) will be taught and students are expected to use
this method when writing their academic essays. Students must also participate in class discussion (small and large group) and peer
evaluation.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students are expected to research topics outside of class and find additional academic sources for citation. Students must also
complete drafts and final copies for submission. Students can expect one or two hours of homework depending upon their usage of
in-class time.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
75 ％
小テスト
10 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
15 ％
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント
Assessment 1: Essay 1 (20%)
Assessment 2: Essay 2 (25%)

Assessment 3: Essay 3 (30%)
Assessment 4: Plagiarism Quiz (10%)
Assessment 5: Participation (15%)
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will have both oral and written feedback from the instructor. In addition, they will receive peer feedback.
教科書
Academic Writing Skills 2 Student's Book （語学テキスト),Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, Yoko Yamazaki,Cambridge
University Press,2011,978-1107621091
履修上の注意
Maximum Enrollment is set at 12 students.
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授業概要
Students will develop their critical thinking and writing skills. They will use the research skills they developed in their first-year foundation
courses to find, evaluate, make notes on, analyse, and write about a topic. Students will work in pairs and groups in activities such as
brainstorming, outlining and peer editing as they proceed through the research and writing processes. The goal will be for students to become
competent writers in English in the field of social sciences.
この授業では、クリティカル・シンキングと高度なライティングのスキルを養成し、社会科学に関連する、優れたエッセイを英語で作文することを目的
とする。具体的には、基礎科目で培ったリサーチスキルを活用し、トピックの選択・ノート取り・分析・作文を行う。リサーチと作文の過程では、ペアや
グループで、ブレインストーミング・概要文の作成・クラスメートと相互編集等を行い、エッセイを仕上げる。

到達目標
Further development of English writing skills and writing longer, more sophisticated
academic essays in the field of social studies.
上級英語ライティングスキルの養成と、長く複雑な社会科学に関連するアカデミックエッセイの作文
を行う。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction, your writing experience, goals for the course
Argumentative essay overview and branstorming topics

第2回

Argumentative essay outline
The language of argumentation for academic writing
HW: write the draft

第3回

Argumentative essay : peer review and revision

第4回

Argumentative essay due (20%)
Peer reading assignment (10%)
APA style review

第5回

Research methods - searching for and selecting sources

第6回

Research methods and APA quiz (10%)
Academic writing - incorporating in-text citations and paraphrasing

第7回

Compare and Contrast essay overview and brainstorming topics
Ways to organize your essay

第8回

Compare and Contrast essay outline
HW: write the draft

第9回

Compare and Contrast essay: peer review and revision

第10回

Compare and Contrast essay due (25%)
Intro to final research paper and brainstorming topics
HW: write the outline

第11回

Final research paper
Getting the outline approved
Writing the draft

第12回

Final research paper; peer review and revision

第13回

Final research paper: final revisions

第14回

Final research paper due (35%)
Course reflection, future study goals

第15回

Course consolidation

授業方法
Short lectures, pair and individual work, weekly writing Q&A sessions, some group work and discussion
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Plan to spend at least one hour each week on homework.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
80 ％ 3 papers (1 x 20%, 1 x 25%, 1 x 35%)
小テスト
10 ％ 1 quiz on APA style
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
10 ％ Peer reading assignment (1 x 10%)
成績評価コメント
Students will receive written feedback and a numerical grade for all assignments. To facilitate this, all written assignments much be
uploaded to the course Moodle site and submitted in class in hard copy form. Submitting work in hard and soft copy is for safety
should anything go missing.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Assignments will be returned with a numerical grade and comments. Where possible, a rubric based evaluation will be used.
Students will be informed of the grading criteria in advance.
教科書コメント
There is no textbook for the course. Materials will be provided or introduced by the instructor and available on the class
Moodle.
参考文献
Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition 洋書,American Psychological
Association,2010,978-1-4338-0561-5
参考文献コメント
SS Moodle site for this class: http://moodle.iss.gakushuin.ac.jp
Oxford Online Dictionary (https://www.oxforddictionaries.com) An excellent resource for learning new vocabulary and how to
use it, and expanding your existing vocabulary. Download the app on your smartphone and put the icon on your home screen.
Also bookmark the URL on your laptop. and use it every time you want to check an English word.
履修上の注意
You must attend the first class and be prepared to begin studying from Day 1- bring a notebook, your computer, and your
writing equipment to the first and every class.
A maximum of 12 students will be able to take this course.
その他
Being absent does not excuse you from homework, assignment deadlines or tests. If an assignment is due on the day you are
absent, contact the instructor as soon as possible by email (laura.macgregor@gakushuin.ac.jp) to arrange alternative submission.
Check the course Moodle page for the homework assignment for the next class you will attend and be prepared. Contact a
classmate or the instructor for information about the homework assignment as necessary.
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授業概要
Students will develop their critical thinking and writing skills. They will use the research skills they developed in their first-year foundation
courses to find, evaluate, make notes on, analyse, and write about a topic. Students will work in pairs and groups in activities such as
brainstorming, outlining and peer editing as they proceed through the research and writing processes. The goal will be for students to become
competent writers in English in the field of social sciences.
この授業では、クリティカル・シンキングと高度なライティングのスキルを養成し、社会科学に関連する、優れたエッセイを英語で作文することを目的
とする。具体的には、基礎科目で培ったリサーチスキルを活用し、トピックの選択・ノート取り・分析・作文を行う。リサーチと作文の過程では、ペアや
グループで、ブレインストーミング・概要文の作成・クラスメートと相互編集等を行い、エッセイを仕上げる。

到達目標
Further development of English writing skills and writing longer, more sophisticated
academic essays in the field of social studies.
上級英語ライティングスキルの養成と、長く複雑な社会科学に関連するアカデミックエッセイの作文
を行う。
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction, your writing experience, goals for the course
Argumentative essay overview and branstorming topics

第2回

Argumentative essay outline
The language of argumentation for academic writing
HW: write the draft

第3回

Argumentative essay : peer review and revision

第4回

Argumentative essay due (20%)
Peer reading assignment (10%)
APA style review

第5回

Research methods - searching for and selecting sources

第6回

Research methods and APA quiz (10%)
Academic writing - incorporating in-text citations and paraphrasing

第7回

Compare and Contrast essay overview and brainstorming topics
Ways to organize your essay

第8回

Compare and Contrast essay outline
HW: write the draft

第9回

Compare and Contrast essay: peer review and revision

第10回

Compare and Contrast essay due (25%)
Intro to final research paper and brainstorming topics
HW: write the outline

第11回

Final research paper
Getting the outline approved
Writing the draft

第12回

Final research paper; peer review and revision

第13回

Final research paper: final revisions

第14回

Final research paper due (35%)
Course reflection, future study goals

第15回

Course consolidation

授業方法
Short lectures, pair and individual work, weekly writing Q&A sessions, some group work and discussion
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Plan to spend at least one hour each week on homework.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
80 ％ 3 papers (1 x 20%, 1 x 25%, 1 x 35%)
小テスト
10 ％ 1 quiz on APA style
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
その他(備考欄を参照)
10 ％ Peer reading assignment (1 x 10%)
成績評価コメント
Students will receive written feedback and a numerical grade for all assignments. To facilitate this, all written assignments much be
uploaded to the course Moodle site and submitted in class in hard copy form. Submitting work in hard and soft copy is for safety
should anything go missing.
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Assignments will be returned with a numerical grade and comments. Where possible, a rubric based evaluation will be used.
Students will be informed of the grading criteria in advance.
教科書コメント
There is no textbook for the course. Materials will be provided or introduced by the instructor and available on the class
Moodle.
参考文献
Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition 洋書,American Psychological
Association,2010,978-1-4338-0561-5
参考文献コメント
SS Moodle site for this class: http://moodle.iss.gakushuin.ac.jp
Oxford Online Dictionary (https://www.oxforddictionaries.com) An excellent resource for learning new vocabulary and how to
use it, and expanding your existing vocabulary. Download the app on your smartphone and put the icon on your home screen.
Also bookmark the URL on your laptop. and use it every time you want to check an English word.
履修上の注意
You must attend the first class and be prepared to begin studying from Day 1- bring a notebook, your computer, and your
writing equipment to the first and every class.
A maximum of 12 students will be able to take this course.
その他
Being absent does not excuse you from homework, assignment deadlines or tests. If an assignment is due on the day you are
absent, contact the instructor as soon as possible by email (laura.macgregor@gakushuin.ac.jp) to arrange alternative submission.
Check the course Moodle page for the homework assignment for the next class you will attend and be prepared. Contact a
classmate or the instructor for information about the homework assignment as necessary.
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授業概要
The aim of the course is to refine the oral communication skills developed in English Communication I and II in the first year. The
expanded use of authentic materials and collaborative tasks will provide challenges and opportunities for students to use all four
skills at a higher level and expand their vocabulary. Using the content relevant to their academic interest, students will engage in
communicative tasks and further develop their oral fluency.
到達目標
The aim of the course is to refine the oral communication skills developed in English Communication I and II in the first year. The
expanded use of authentic materials and collaborative tasks will provide challenges and opportunities for students to use all four
skills at a higher level and expand their vocabulary. Using the content relevant to their academic interest, students will engage in
communicative tasks and further develop their oral fluency.
授業内容
実施回

内容

第1回

What is language fluency? How can it be learned?

第2回

4/3/2 Speech activity: training session.

第3回

Poetry Day 1: Introduction to the oral interpretation of poetry.

第4回

4/3/2 Speech Activity 1: Giving short speeches about a childhood experience.

第5回

Drama Day I: Introduction to reading short stories aloud.

第6回

4/3/2 Speech Activity 2: Giving short speeches about a person that has influenced my life.

第7回

Music Day I: Listening to and singing songs.

第8回

4/3/2 Speech Activity 3: MIDTERM ASSESSMENT

第9回

Poetry Day 2: Oral interpretation of poetry.

第10回

4/3/2 Speech Activity 4: Giving short speeches about a current social issue.

第11回

Drama Day 2: Reading short stories aloud

第12回

4/3/2 Speech Activity 5: Giving short speeches about my ideal career.

第13回

Music Day 2: Listening to and singing songs.

第14回

4/3/2 Speech Activity 6: FINAL ASSESSMENT

第15回

Course consolidation

授業方法
This course will be entirely skills-based. You will participate in various kinds of speaking activities designed to improve your
English pronunciation in terms of individual sounds, intonation, stress, volume, speed, and tone of voice. The result will ensure
that you speak with greater clarity, confidence, and expression.
準備学習（予習・復習）
About 1.5 to 2 hours of homework per week in the form of preparing short speeches as well as rehearsing poems, songs, and short
stories.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
30 ％ A 5-minute speech on a topic of your choice
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ A 5-minute speech on a topic of your choice
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Continuous assessment
その他(備考欄を参照)
20 ％ Speech samples recorded and uploaded to Moodle
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback with be given orally during class as well as via Moodle.
教科書コメント
There is no required textbook for this course. All materials will be provided by the instructor.
履修上の注意
Class size will be limited to 20. In the event that more than 20 students wish to take the class, a lottery will be held on the first
day to determine those who will be accepted.
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授業概要
The aim of the course is to refine the oral communication skills developed in English Communication I and II in the first year. The
expanded use of authentic materials and collaborative tasks will provide challenges and opportunities for students to use all four
skills at a higher level and expand their vocabulary. Using the content relevant to their academic interest, students will engage in
communicative tasks and further develop their oral fluency.
到達目標
The aim of the course is to refine the oral communication skills developed in English Communication I and II in the first year. The
expanded use of authentic materials and collaborative tasks will provide challenges and opportunities for students to use all four
skills at a higher level and expand their vocabulary. Using the content relevant to their academic interest, students will engage in
communicative tasks and further develop their oral fluency.
授業内容
実施回

内容

第1回

What is language fluency? How can it be learned?

第2回

4/3/2 Speech activity: training session.

第3回

Poetry Day 1: Introduction to the oral interpretation of poetry.

第4回

4/3/2 Speech Activity 1: Giving short speeches about a childhood experience.

第5回

Drama Day I: Introduction to reading short stories aloud.

第6回

4/3/2 Speech Activity 2: Giving short speeches about a person that has influenced my life.

第7回

Music Day I: Listening to and singing songs.

第8回

4/3/2 Speech Activity 3: MIDTERM ASSESSMENT

第9回

Poetry Day 2: Oral interpretation of poetry.

第10回

4/3/2 Speech Activity 4: Giving short speeches about a current social issue.

第11回

Drama Day 2: Reading short stories aloud

第12回

4/3/2 Speech Activity 5: Giving short speeches about my ideal career.

第13回

Music Day 2: Listening to and singing songs.

第14回

4/3/2 Speech Activity 6: FINAL ASSESSMENT

第15回

Course consolidation

授業方法
This course will be entirely skills-based. You will participate in various kinds of speaking activities designed to improve your
English pronunciation in terms of individual sounds, intonation, stress, volume, speed, and tone of voice. The result will ensure
that you speak with greater clarity, confidence, and expression.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
About 1.5 to 2 hours of homework per week in the form of preparing short speeches as well as rehearsing poems, songs, and short
stories.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
30 ％ A 5-minute speech on a topic of your choice
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ A 5-minute speech on a topic of your choice
レポート
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Continuous assessment
その他(備考欄を参照)
20 ％ Speech samples recorded and uploaded to Moodle
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback with be given orally during class as well as via Moodle.
教科書コメント
There is no required textbook for this course. All materials will be provided by the instructor.
履修上の注意

Class size will be limited to 20. In the event that more than 20 students wish to take the class, a lottery will be held on the first
day to determine those who will be accepted.

講義コード

U512104103

科目名

Oral Fluency

英文科目名

Oral Fluency

担当者名

MARCHAND， Tim Louis

単位

1

時間割

第１学期 木曜日 ４時限 南１－３０５

科目ナンバリング

051I259

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
The aim of the course is to refine the oral communication skills developed in English Communication I and II in the first year. The
expanded use of authentic materials and collaborative tasks will provide challenges and opportunities for students to use all four
skills at a higher level and expand their vocabulary. Using the content relevant to their academic interest, students will engage in
communicative tasks and further develop their oral fluency.
到達目標
Refinement of the communication skills developed in English Communication I and II in the first year through an expanded use of
authentic materials and collaborative tasks with an added emphasis on fluency.
授業内容
実施回

内容

第1回

Class introduction - Introduction to course contents

第2回

Small talk 1 - Light and Easy
Elementary question formation

第3回

Small talk 2 - Personal Profile
First lecture review

第4回

Recorded speech 1 - Listen and repeat
Second lecture review

第5回

Small talk 3 - Preferences
Intermediate question formation

第6回

Small talk 4 - Blast from the past
Advanced question formation

第7回

Group Discussions

第8回

Small talk 5 - Just imagine
Interactive question formation

第9回

Recorded speech 2 - Your lines
Third lecture review

第10回

Small talk 6 - Viewpoints
Question formation practice

第11回

Small talk 7 - Hard-hitting
Fourth lecture review

第12回

Small talk 8 - From the heart

第13回

Group Discussions
Recorded speech 3 - Dialogue

第14回

Final Group Discussions

第15回

Course reflections - Course reflections and review

授業計画コメント
Please note: the schedule may change according to the needs of the class
授業方法
Discussion, critical thinking and analysis, pair work, group work.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should expect 1-2 hours of homework each week
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％）
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
20 ％
小テスト
20 ％
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
30 ％
その他(備考欄を参照)
30 ％
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will be given in-class oral and written feedback.

備考

Recorded speech activities submitted online
Activities practising question formation
In-class and online activities
Prepared review discussions

履修上の注意
There will be a limit to the number of students who can take this course.
Registration will only be available to those who participate in the lottery in the first class.

講義コード

U512104104

科目名

Oral Fluency

英文科目名

Oral Fluency

担当者名

LEUNG， Chi Yan Ricky

単位

1

時間割

第２学期 金曜日 ４時限 南１－２０４

科目ナンバリング

051I259

配当年次

学部 ２年～３年

授業概要
The aim of the course is to refine the oral communication skills developed in English Communication I and II in the first year. The
expanded use of authentic materials and collaborative tasks will provide challenges and opportunities for students to use all four
skills at a higher level and expand their vocabulary. Using the content relevant to their academic interest, students will engage in
communicative tasks and further develop their oral fluency.
到達目標
Refinement of the communication skills developed in English Communication I and II in the first year through an expanded use of
authentic materials and collaborative tasks with an added emphasis on fluency.
授業内容
実施回

内容

第1回

Class introduction

第2回

Working together - Creating a product or service

第3回

Making choices 1 - Group Discussion 1

第4回

Debate 1 - Group Discussion 2

第5回

Planning - Group Discussion 3

第6回

Survival game - Group Discussion 4

第7回

Explaining a situation - Group Discussion 5

第8回

Deciding importance - Group Discussion 6

第9回

Persuading others - Group Discussion 7

第10回

Giving advice - Group Discussion 8

第11回

Making choices 2 - Group Discussion 9

第12回

Giving evidence - Group Discussion 10

第13回

Debate 2 - Group Discussion 11

第14回

Final interview

第15回

Review

授業方法
Discussion, presentation, critical thinking and analysis, group work. CLIL methodology.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Students should expect 3 hours of homework each week
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
レポート
35 ％ Reading journals & news discussion
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
50 ％
その他(備考欄を参照)
15 ％ Final interview
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Students will be given in-class oral and written feedback.
教科書コメント
[0] No textbook is required for this course; all materials will be provided by the instructor.
履修上の注意
*The maximum number of students who can take this class is 20 students.
*If more than 20 students would like to take this class, there will be a registration lottery in the first class to determine which
students can or cannot take the class.
*Registration priority will be set at: 4th > 3rd > 2nd > Students from other faculties.

講義コード

U512105101

科目名

Area Studies

英文科目名

Area Studies

担当者名

MARCHAND， Tim Louis

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ３時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051I351

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
This course will build upon mastery of content and language skills acquired through successful completion of previous elective courses. Area
studies courses will take an interdisciplinary approach; students will further develop their English language proficiency by studying the peoples,
history, society, and culture of the designated region through the disciplines of economics, business, law, or political science. Students will also
acquire an understanding of some of the problematic issues in studying ‘other’ peoples or cultures in an international context. Successful
completion of the course will equip students with a deeper understanding of the studied region and the language skills needed for more extended
research and study. Students will complete a significant final paper, presentation, or other evidence of learning for public review.

到達目標
In this course, students will improve their English language skills through developing a deeper understanding of economics,
business, law, or political science within the context of a geographic, national, or cultural region.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course guide
Level diagnosis
Personal development goal setting

第2回

Focus on "Area"
geographical / linguistic / cultural / religious / values / historical

第3回

Focus on "Studies"
economics / politics / history / art / literature / language

第4回

Case study 1
Basic Descriptions

第5回

Case study 2
From description to representation

第6回

Case study 3
From representation to analysis

第7回

Research Project preparation 1
Preparing the short talk

第8回

Presentations and group discussions
Short talks

第9回

Presentations and group discussions
Feedback and evaluation

第10回

Research Project preparation 2
Refining research questions

第11回

Reporting on research in pairs
First draft submissions

第12回

Peer review and teacher consultation
Revisions to first draft

第13回

Research Project Completion Day
Final draft submissions

第14回

Feedback, self-assessment and reflection

第15回

Course consolidation: Independent research

授業計画コメント
Please note: the plan may change according to the needs of the class
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately two hours of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Presentation and discussion of research project
レポート
40 ％ Research project written up as a final essay
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
参考文献
Understanding Contemporary Latin America (Understanding: Introductions to the States and Regions of the Contemporary
World),Hillman and D'Agostino,Lynne Rienner,9781588267917
Understanding Contemporary Africa (Understanding: Introductions to the States and Regions of the Contemporary
World),Gordan and Gordan,Lynne Rienner,9781588268471
Understanding the Contemporary Middle East,Schwedler,Lynne Rienner,9781588269102
Everyday Life in Southeast Asia,Adams and Gillogly,Indiana University Press,9780253223210
Everyday Life in South Asia,Mines and Lamb,Indiana University Press,9780253221940
参考文献コメント
Other reference work may be available depending on the choice of area studied.
履修上の注意
There will be a limit to the number of students who can take this course.
Registration will only be available to those who participate in the lottery in the first class.

講義コード

U512105102

科目名

Area Studies

英文科目名

Area Studies

担当者名

MARCHAND， Tim Louis

単位

2

時間割

第２学期 木曜日 ３時限 南１－１０６

科目ナンバリング

051I351

配当年次

学部 ３年～４年

授業概要
This course will build upon mastery of content and language skills acquired through successful completion of previous elective courses. Area
studies courses will take an interdisciplinary approach; students will further develop their English language proficiency by studying the peoples,
history, society, and culture of the designated region through the disciplines of economics, business, law, or political science. Students will also
acquire an understanding of some of the problematic issues in studying ‘other’ peoples or cultures in an international context. Successful
completion of the course will equip students with a deeper understanding of the studied region and the language skills needed for more extended
research and study. Students will complete a significant final paper, presentation, or other evidence of learning for public review.

到達目標
In this course, students will improve their English language skills through developing a deeper understanding of economics,
business, law, or political science within the context of a geographic, national, or cultural region.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course guide
Level diagnosis
Personal development goal setting

第2回

Focus on "Area"
geographical / linguistic / cultural / religious / values / historical

第3回

Focus on "Studies"
economics / politics / history / art / literature / language

第4回

Case study 1
Basic Descriptions

第5回

Case study 2
From description to representation

第6回

Case study 3
From representation to analysis

第7回

Research Project preparation 1
Preparing the short talk

第8回

Presentations and group discussions
Short talks

第9回

Presentations and group discussions
Feedback and evaluation

第10回

Research Project preparation 2
Refining research questions

第11回

Reporting on research in pairs
First draft submissions

第12回

Peer review and teacher consultation
Revisions to first draft

第13回

Research Project Completion Day
Final draft submissions

第14回

Feedback, self-assessment and reflection

第15回

Course consolidation: Independent research

授業計画コメント
Please note: the plan may change according to the needs of the class
授業方法
Flipped learning (reading and note-taking in advance), pair work, group work
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
Approximately two hours of research and note-taking in preparation for each class.
More time may be required towards the end of each research cycle.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考

評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
学年末試験(第2学期)
中間テスト
20 ％ Presentation and discussion of research project
レポート
40 ％ Research project written up as a final essay
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ On-going assessment of weekly tasks and homework
その他(備考欄を参照)
20 ％ Combined teacher and self-assessment of academic
development
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback for each assignment will be given individually.
参考文献
Understanding Contemporary Latin America (Understanding: Introductions to the States and Regions of the Contemporary
World),Hillman and D'Agostino,Lynne Rienner,9781588267917
Understanding Contemporary Africa (Understanding: Introductions to the States and Regions of the Contemporary
World),Gordan and Gordan,Lynne Rienner,9781588268471
Understanding the Contemporary Middle East,Schwedler,Lynne Rienner,9781588269102
Everyday Life in Southeast Asia,Adams and Gillogly,Indiana University Press,9780253223210
Everyday Life in South Asia,Mines and Lamb,Indiana University Press,9780253221940
参考文献コメント
Other reference work may be available depending on the choice of area studied.
履修上の注意
There will be a limit to the number of students who can take this course.
Registration will only be available to those who participate in the lottery in the first class.

講義コード

U512106101

科目名

Independent Studies

英文科目名

Independent Studies

担当者名

入江 恵

単位

2

時間割

第１学期 木曜日 ２時限 南１－２０３

科目ナンバリング

051I352

配当年次

学部 ４年

授業概要
This course is for students who have excelled in their previous coursework or otherwise shown significant mastery of language and content in
international social studies. Students enrolled in this course will design a detailed personal learning plan and present this proposal for review.
This plan should fall within the disciplines of economics, business, law, or political science; and, it should focus on one or more of the themes of
globalization, diversity and mobility, sustainability, and media. The plan must show how English language use will be integral to the project. If
accepted, the student will carry out the plan and review and evaluate learning and outcomes regularly . The student will complete a significant
final paper, presentation, or other evidence of language proficiency and subject area mastery for public review.

到達目標
In this course, students will pursue semester-long research or service projects of personal interest which are relevant to
international social studies, but not already the subject of an elective course offered by the faculty. Students will develop language
skills by using English to prepare for, carry out, and document the project.
授業内容
実施回

内容

第1回

Course introduction and class orientation: Sharing the areas of interest and general plans (Assignment: Initial
research and Topic choice)

第2回

Topic sharing, Group forming: (A) Secondary research (reading-based reseach) (Assignment: Background reading
and taking notes, narrowing your topic)

第3回

Background reading, Narrowing your topic, Setting deadlines and working on the outline (Assignment: Initial
research questions/thesis statements)

第4回

Initial research questions or theses statements, Refining the schedule (Assignment: the working outline)

第5回

Sharing the working outline (Assignment: Continue to read up on the topic, take notes, and work on the outline)

第6回

Sharing the revised outline

第7回

First draft writing: Parts, Logic and relevance, Avoiding plagiarism

第8回

First draft submission:

第9回

Advising/Peer review 1

第10回

Advising/Peer review 2

第11回

Advising/Peer review 3

第12回

Sharing your work/Presentations

第13回

Rewriting your papers

第14回

Final submission

第15回

Reading week

授業計画コメント
The course is structured around developing a secondary research paper. However, the content of the couse depends heavily on
the proposals brought in by the students.
授業方法
The class will be offered in a seminar style in which students bring in their work to the class to receive feedback from their
classmates and instructos. Grammarly will be used in and outside the class. Students should be familiar with the software.
使用言語
英語
準備学習（予習・復習）
The time required to prepare for each class varies across weeks and individuals with the minium of two hours.
成績評価の方法・基準
評価項目
評価配分（％） 備考
学期末試験(第１学期)
30 ％ Final submission
学年末試験(第2学期)
中間テスト
30 ％ Draft submission
レポート
20 ％ Worksheets submission
小テスト
平常点(出席、クラス参加、グループ作業の成果等)
20 ％ Participation - Attendance, class participation
その他(備考欄を参照)
成績評価コメント

Final submission - How the paper has been revised and improved in response to the feedback, articulation of the ideas and
information; Draft submission - The structure, originality, flow of logic; Reports - Keeping to the schedule, keeping record of each
week's work; Participation: Actively showing interest in his/her own as well as others' work
課題（試験やレポート等）に対するフィードバック
Feedback on the submitted work will be provided individually via online or electronic file.
教科書コメント
Purchase your own copy for the course. There will be one copy available on reserve at the Hokei library.
参考文献
Basic Steps to Writing Research Papers (Student Book) (語学テキスト),Kluge & Taylor,NHL.センゲージラーニング,2,2018,978
-4-86312-308-3
履修上の注意
The maximum number of enrollment is set at 15. If more than 15, the priority goes to 4th-year>3rd-year>other faculty students.
Students will be asked to talk about at least one topic that s/he is already familiar and wishes to explore/learn further in the
course in the first class.
その他
This is a two-credit English course to support students who have done well in previous English courses and wish to explore a
topic that they may not have an opportunity to fully do so in English in other courses within the faculty. Students are expected
work mostly on their own outside the class and follow their individualized schedules but share their learning in class andreceive
feedback from their classmates and the instructor.

