
Ⅰ. 英語科目（ネイティブ教員）

EXTENSIVE LISTENING　　　＜4281＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

水3 水4

M.Ovalles R.Churchill

英会話のこつ　　　＜4A22＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

月3 火1 火1 火1 火2 火3

J.Diggs J.Diggs K.Dymant S.Green K.Dymant S.Green

火4 火4 火4 水1 水1 水1

J.Diggs K.Dymant S.Green M.Brown D.Reyes D.Venz

水2 水3 水3 水4 水4 金2

M.Brown M.Brown J.Diggs M.Brown D.Venz D.Reyes

英語で問題解決　　　＜5M91＞
対象学科： ― 対象レベル： TOEIC more than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

月3 火4 水3

M.Hebert M.Hebert M.Hebert

日常会話中・上級　　　＜4472＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced・TOEIC more than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火1 火1 火1 火2 火2 火2

M.Brown R.Churchill M.Ovalles M.Brown R.Churchill M.Ovalles

火3 火3 火3 火4 火4 火4

M.Brown R.Churchill M.Ovalles M.Brown W.Hay M.Ovalles

水1 水2 水3 水4

M.Grice M.Grice M.Grice M.Grice

17．

Everday people have to deal with problems, and this course gives you the know-how to deal with them in English!

01． 02． 03．

01.Listening

07． 08． 09． 10．

02.Speaking

11． 12．

05． 06．

07． 08． 09．

15． 16．

11．

13． 14．

18．

This course will allow students to focus only on improving their listening skills by using CD, video and online
materials.

01． 02．

13． 14． 15． 16．

Fun conversation course based on students choices of topics. Also conversational tips.

01． 02． 03． 04．

For the students who would like to improve their speaking ability by talking in pairs or small groups about various
topics in society, school, and their personal lives.

06．01．

12．

02． 04． 05．03．

10．
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毎日の英語２　　　＜4C52＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic-Intermediate・TOEIC less than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火1 火1 火2 火2 火3 火4

R.Brinegar C.Debruijn R.Brinegar C.Debruijn C.Debruijn C.Debruijn

水1 水3 金3

R.Brinegar K.Dymant C.Debruijn

旅行のための英語　　　＜4711＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic・TOEIC less than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： 教科書

月2-水2 火4-水3

D.Hurley D.Hurley

EXTENSIVE READING　　　＜4291＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

金4

K.Dymant

ライティング上達講座１　　　＜4I32＞
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： 教科書

月4 火3 火4 水3

E.Sanchez E.Sanchez C.Smith C.Smith

ライティング上達講座２　　　＜4I22＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic-Intermediate・TOEIC less than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： 教科書

火3 金3

W.Hay C.Schmunk

We will discuss topics that people talk about everyday and we will practice English that is useful for everyday life.

This course is suitable for students interested in overseas travel, either for sightseeing, homestay or study
abroad. We will talk about and prepare for travel experiences.

01． 02．

07． 08． 09．

03.Reading

04.Writing

Many students say they don't like to read. If you feel this way too, then you should join this class and learn the
secrets of how to enjoy reading books.

01．

In this course students will work on developing academic writing skills.

01．

01． 02． 03． 04． 05． 06．

04．

This is a course to help students improve their English writing skills.

01． 02．

02． 03．
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中級語彙講座　　　＜5F42＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate・TOEIC less than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火2 火2 火3 火3 火3 火3

J.Appleby D.Reyes J.Alexander S.Evans D.Meakin D.Reyes

火3 火4 火4 火4 火4 水3

C.Schmunk J.Alexander S.Evans D.Reyes C.Schmunk J.Alexander

水4 水4 水4

B.Koss D.Meakin E.Sanchez

BUSINESS TELEPHONE　　　＜4141＞
対象学科： GC科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced
使用言語： 英語 定員：20 教科書： 教科書

水1

J.Weinberg

時事英語 CURRENT AFFAIRS　　　＜4151＞
対象学科： GC科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced
使用言語： 英語 定員：20 教科書： プリント使用

火4

M.Mccubbin

プレゼンテーション入門　　　＜4211＞
対象学科： GC科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced
使用言語： 英語 定員：20 教科書： プリント使用

火3

M.Mccubbin

INTENSIVE スピーキング　上級　　　＜4122＞
対象学科： GC科 対象レベル： Intermediate
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

月2-火4-水3

A.Thomas

07.Global Communication

You will read and listen to what is happening in the world in English and discuss in this class.

Presentations have basic rules and patterns. You will learn them and try to make one in English.

01．

15．13． 14．

06.ビジネス英語

05.Vocabulary Building

You will learn new vocabulary for everyday life through reading and speaking activities.

01．

01．

You will research on topics in various fields and discuss them in class. You are also expected to explain what you
have researched and express your own opinions.

01．

06．

You will lern to confirm, request, arrange, deal with complaints over the telephone.

07． 08． 09． 10．

02． 03． 04． 05．

01．

11． 12．
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INTENSIVE スピーキング　中級　　　＜4112＞
対象学科： GC科 対象レベル： Advanced
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火3-木3-金3

A.Madden

TOEIC スピーキング&ライティング　　　＜4181＞
対象学科： GC科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced
使用言語： 英語 定員：20 教科書： 教科書

火2

M.Mccubbin

ライティング・スキル for ビジネス　　　＜5Q91＞
対象学科： GC科  以外 対象レベル： Intermediate
使用言語： 英語 定員：20 教科書： 教科書

木4

J.Weinberg

You will review basic grammar rules and to use them in speaking.

09.ビジネス英語

08.TOEIC

01．

You will learn to speak & write English as much as you read and listen. Good for business English outputting
practice.

01．

ビジネスEメールやレターを中心に、ビジネスで必須なライティングスキルを伸ばします。

01．
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Ⅱ. 英語科目（日本人教員） 

ゼロからスタートリスニング　　　＜5J01＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

火1 火2

K.Furukawa K.Furukawa

ENGLISH THROUGH V 1　　　＜4K81＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced・TOEIC more than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火1 火2

P.Prout P.Prout

ENGLISH THROUGH V 2　　　＜4K91＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic-Intermediate・TOEIC less than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

月3 水2 水3

P.Prout P.Prout P.Prout

英会話トレーニング講座　　　＜5141＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語･英語 定員：30 教科書： プリント

月4 水4

M.Hasegawa M.Hasegawa

映画で学ぶ会話表現　　　＜6A91＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火1 火2 木2

T.Umezawa T.Umezawa T.Umezawa

01． 02．

01.リスニング

02.スピーキング

This course will focus on the many types of video and programs available to viewers: cartoons, commercials, TV
comedies and dramas, and documentaries.

一つ一つ丁寧に音と文字をあわせながら聴くという｢精聴」練習や音読、ディクテーション練習を取り入れながら、全
く英語が正確に聞き取れないという欠点を克服できるようにします。

01． 02．

This course will focus on the many types of video and programs available to viewers: cartoons, commercials, TV
comedies and dramas, and documentaries.

01．

03．

02．

この授業では、自分の言おうとした表現に着目してトレーニングによって定着させて行きます。今までの会話授業で
は「なんとなく言える」という上達の仕方でしたが、この授業では「こういうときは、このように言う」と確信を持って言
えるようにして行きます。対象者は、なかなか英語でスムーズに話せないと思っている学生です。

01． 02．

映画を見ながら会話のスピード、リズム、語彙を身につけ、主人公になりきってロールプレイしましょう！

01． 02． 03．
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トラベルイングリッシュ　　　＜4L41＞
対象学科： 1年 対象レベル： -
使用言語： 英語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

火1 火2

M.Shibasaki Y.Kazama

毎日の英語１　　　＜5M62＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced・TOEIC more than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

月1 火1 火1 火1 火1 火1

D.Moye M.Grice R.Hughes N.Munroe F.Spignese D.Venz

火2 火2 火2 火2 火2 火3

M.Grice R.Hughes D.Moye F.Spignese D.Venz M.Brady

火3 火3 火3 火3 火3 火4

J.Duplice J.Evtimovski M.Grice D.Moye D.Venz J.Duplice

火4 火4 火4 火4 水1 水1

J.Evtimovski M.Grice D.Moye D.Venz D.Moye F.Spignese

水2 水4

F.Spignese R.Whitson

ゼロからスタートリーディング　　　＜5J91＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

月1 月2 火1 火2 金1 金2

K.Kawahara K.Kawahara H.Yamamoto H.Yamamoto K.Kawahara K.Kawahara

英文論文対策　　　＜4S51＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火3 金1

T.Yoshioka T.Yoshioka

ゼロからスタート英作文　　　＜5K51＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

水1 金1

H.Yamamoto H.Yamamoto

05． 06．04．

25． 26．

17．

04.ライティング

読解に必要なSkimming(流し読み）Scanning(斜め読み）などの基本的なリーディングスキルの習得をして、英文の
速読を身に付けます。読むことが苦手！という方にお勧めの科目です。

02． 03． 04．

19． 20．

We will discuss topics that people talk about everyday and we will practice English that is useful for everyday life.

01．

15．

02． 03．

13．

09．

14．

07． 08．

03.リーディング

06．

英語で小論文を書きます。
留学したい人、英語系学部へ進学したい人にお薦めのコースです。

01． 02．

05．01．

24．

10． 11． 12．

21． 22． 23．

18．16．

海外旅行中に必要な最低限の英語力が無理なく効果的に身につきます。特に観光関連の仕事を希望する人には
お勧めです！

01． 02．

英作文の基礎・仕組みを確実に身につけ、初級者でも簡単に英文を書けるようにします。

01． 02．
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英文法初級　　　＜5K71＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

月1 月2 水3 木1 木2 木3

R.Tsuji R.Tsuji Y.Inaba R.Tsuji R.Tsuji Y.Inaba

金1 金1 金2 金2 金3 金3

R.Tsuji A.Suzuki R.Tsuji A.Suzuki Y.Inaba A.Suzuki

英文法中級　　　＜4572＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火4 木1 金4

Y.Ohgane K.Shimizu Y.Ohgane

基礎英語　　　＜4Y92＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

水1 水2 金2 金3 金4

T.Noguchi T.Noguchi Y.Ohgane Y.Ohgane M.Takada

ゼロからスタート英文法　　　＜4582＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

火1 火2 火3 火4 木2 金1

K.Kawahara K.Kawahara Y.Shirasu Y.Shirasu K.Kawahara Y.Suzuki

金2 金4

Y.Suzuki Y.Suzuki

話すための英文法　　　＜5K81＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

水3 水4 木1 木3 木4 金2

Y.Ono Y.Ono A.Suzuki A.Suzuki A.Suzuki C.West

金3

C.West

この講座では、動詞を中心（時制・助動詞・受動態など）に学習します。対象は主にTOEIC395点以下の人ですが、
この分野が苦手だという学生はレベルに関係なく受講してください。

01． 02．

11． 12．

05.文法

07． 10．08． 09．

この講座では、接続詞、関係詞、仮定法などを主に扱います。対象は主にTOEIC600点前後の学生ですが、この分
野が苦手だという学生はレベルに関係なく受講してください。

01． 02． 03．

この講座では、文型及び準動詞（不定詞、動名詞、分詞）などを主に扱います。対象は主にTOEIC500点前後の学
生ですが、この分野が苦手だという学生はレベルに関係なく受講してください。

01． 02． 03． 04． 05． 06．

03． 04． 05．

06．

文法のﾙｰﾙをしっかりと定着させていきます。文法の基本事項を確認し、それをより深く学習することによって文法
の苦手を克服します。

01． 02． 03． 04． 05． 06．

07． 08．

01． 02． 03． 04．

英会話をする際に重要な働きをする文法、｢使える英文法｣を習得します。

05．

07．
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発音記号と発音演習　　　＜4671＞
対象学科： 2年児童英語科・1年GC科  以外 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：15 教科書： プリント使用

金2 金3

T.Kurimoto T.Kurimoto

発音クリニックA　　　＜4261＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：15 教科書： 教科書

月3 火3 木2 木3 木4

A.Fukushima A.Fukushima T.Noguchi T.Noguchi T.Noguchi

発音クリニックＢ　　　＜4271＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：15 教科書： プリント使用

月2 月3 火2 火3 金1 金2

Y.Ohgane Y.Ohgane Y.Ohgane Y.Ohgane T.Noguchi T.Noguchi

実践通訳講座上級　　　＜6A62＞
対象学科： ― 対象レベル： Advanced
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火3

K.Ando

実践通訳講座中級　　　＜6A72＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火3 火4

Y.Mizoguchi Y.Mizoguchi

07.通訳

より本物に近い通訳トレーニングを体験できるコースです。

01． 02．

カタカナ英語よ、さようなら！　発音記号を学んで、正しく、美しい発音を習得しましょう。リスニング力アップにもつな
がります。

01． 02．

03． 04． 05．

日本語と英語の「母音・子音」の違いを理解して、特に「単語レベル」での英語らしい音の発音方法と発音の向上を
図る。（「発音クリニックB」と重複履修可）

06.発音

英語の独特な「音変化やリズム」などの発音法則を理解して、特に「文章レベル」での英語らしい発音方法や聞き取
りの向上を図る。（「発音クリニックA」と重複履修可）

01． 02． 03． 04． 05． 06．

01． 02．

本格的な通訳トレーニング体験コースです。TOEIC600以上の方が対象です。

01．
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字幕翻訳入門　　　＜6G91＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

月1 月2 火1 木3 木4

I.Akagawa I.Akagawa I.Akagawa T.Umezawa T.Umezawa

仕事で使う英会話　　　＜4C02＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 日本語・英語 定員：30 教科書： プリント使用

木3 木4

N.Abe N.Abe

ビジネスe-mail ライティング　　　＜5K61＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

月4 火4 水3 木3 金3

K.Shimizu M.Masuda K.Hara K.Shimizu K.Hara

TOEICスピーキングテスト対策　　　＜4T12＞
対象学科： 英語専攻科以外 対象レベル： -
使用言語： 日本語･英語 定員：30 教科書： 教科書

水3 金3

T.Morita T.Morita

TOEICリーディング上級(600以上)　　　＜5R31＞
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・TOEIC 600以上
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

火1 火3 月3 火4 月4 水3

T.Kurimoto T.Kurimoto F.Kakuma T.Kurimoto F.Kakuma A.Yokogawa

木3

A.Yokogawa

08.翻訳

02．

映画やVIDEOに字幕翻訳をつけます。　字幕翻訳には字数制限や記号などさまざまなルールがあり、普通の翻訳
より短めにする必要があります。映像を見ながら翻訳を楽しみましょう。

03． 04． 05．01．

10.TOEIC

07．

基本的なﾋﾞｼﾞﾈｽ英語をﾏｽﾀｰして自信を持って社会で活躍しましょう。

09.ビジネス英語

01． 02．

将来、外資系企業で働く学生や、ビジネス英語を勉強している学生対象に、具体的な例や役立つサンプル文章を
多く習得します。

01． 02． 03． 04． 05．

TOEICスピーキングテストの試験対策とスピーキング（アウトプット）力の強化を目指します。

01． 02．

TOEIC600点以上が対象の上級レベルのリーディングの授業です。TOEICでハイスコアを取るために、文法・語彙・
長文読解の知識を深め、問題演習を通じて解答スキルの向上を目指します。

01． 02． 03． 04． 05． 06．
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TOEICリーディング初級(395以下)　　　＜5R11＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic・TOEIC 395以下
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

月2 月3 月3 月4 水1 木3

C.West M.Honda C.West M.Honda Y.Handa Y.Hasumura

木4

Y.Hasumura

TOEIC リーディング中級 4-500　　　＜5R21＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate・TOEIC 400～595
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

月1 月1 月2 月3 月3 月4

F.Kakuma M.Jimbo F.Kakuma Y.Handa M.Jimbo M.Jimbo

火3 火4 木3 木4 金3 金4

M.Muramatsu M.Muramatsu K.Takagi K.Takagi K.Takagi K.Takagi

金4

N.Homma

TOEICリスニング上級(600以上)　　　＜5R61＞
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・TOEIC 600以上
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

月2 月3 火1 火2 木1 木2

R.Grace R.Grace T.Sudo T.Sudo T.Sudo T.Sudo

木3 木4 金1

R.Grace R.Grace R.Grace

TOEICリスニング初級(395以下)　　　＜5R41＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic・TOEIC 395以下
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

火3 火4 木1 木2 木3 木4

T.Sugaya T.Sugaya K.Nakamura K.Nakamura T.Sugaya T.Sugaya

TOEIC リスニング中級 4-500点　　　＜5R51＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate・TOEIC 400～595
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

火1 水1 水1 水2 水2 水3

M.Otsuka F.Kakuma K.Furukawa F.Kakuma K.Furukawa F.Kakuma

水4 水4 金1 金4

F.Kakuma T.Morita F.Kakuma T.Morita

13．

08． 09．

TOEIC600点以上が対象の上級レベルのリスニングの授業です。音読やシャドーイングといったトレーニングと問題
演習と通じて、高度なリスニングスキルを身につけます。

01． 02． 03． 04． 05．

09．08． 11． 12．07．

07．

10．

10．

TOEIC400-500点台が対象の中級レベルのリスニングの授業です。音読やシャドーイングといったトレーニングと問
題演習を通じて、リスニングのスキルUPを目指します。

09．07． 08．

TOEIC300点台以下が対象の初級レベルのリーディングの授業です。品詞の理解を中心とした基本文法や、TOEIC
頻出の基本単語、長文読解問題を解くのに必要な英文解釈の基礎を学びます。

01． 02． 03． 04． 05． 06．

TOEIC400-500点台が対象の中級レベルのリーディングの授業です。文法・語彙・読解の力を伸ばしつつ、スコア
アップに必要な解答スキルを学びます。

01． 02． 03． 04． 05． 06．

06．

TOEIC300点台以下対象の初級レベルのリスニングの授業です。音読やシャドーイングといったトレーニングと問題
演習を通じて、TOEICで400点以上を取るために必要な、リスニングの基本スキルを身につけます。

01． 02． 03． 04． 05． 06．

07．

01． 02． 03． 04． 05． 06．
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英検２級対策講座　　　＜5862＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 日本語 定員：15 教科書： 教科書

火2 火3 火4 水4

S.Ono S.Ono S.Ono S.Ono

英検準１級対策講座　　　＜5C02＞
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・2級合格者
使用言語： 日本語 定員：15 教科書： 教科書

木1 木2 木3 木4

S.Ono S.Ono S.Ono S.Ono

3-6歳児のための英語のうたと活動　　　＜4M71＞
対象学科： 児童英語科 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：25 教科書： プリント

火3-火4

A.Kaburaki

インターンシップ準備講座　　　＜4H31＞
対象学科： 2年児童英語科  必修 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：25 教科書： プリント使用

火1-火2

N.Nikolic-Hosona

小学校・初等教育法　　　＜4X62＞
対象学科： 1年児童英語科  必修 対象レベル： 大学3年次編入希望者
使用言語： 日本語 定員：15 教科書： 教科書

月3-月4-金3-金4

M.Ono

初等教科研究法　　　＜4X42＞
対象学科： 1年児童英語科  必修 対象レベル： 大学3年次編入希望者
使用言語： 日本語 定員：15 教科書： 教科書

月2-水3-水4

--

12.児童英語

11.STEP(英検）

幼稚園、小学校、それぞれの主要教科の内容把握、意義、理論背景、指導法を学びます。

01．

英検２級の、各パートの問題を実際に解きながら、それぞれの形式に慣れましょう。

03． 04．01． 02．

準一級合格に必要な語彙、読解、リスニング、英作の仕方を徹底的に学びます。

01． 02． 03． 04．

第二言語として英語を勉強する幼児・児童に楽しく英語の世界を伝えることが出来るよう、必要不可欠なリズム遊
びや手遊びをただするのではなく、理解し表現できるよう身につけましょう。

01．

1･2学期に引き続き、インターンシップの準備及び模擬授業を行います。
2年生は必ず受講してください。

01．

幼稚園や保育の現場での遊びや生活の中で、子どもの心身はどのように育つのか、現場を預かる指導者の役割
は何か、実践の場で具体的な対応が出来るようにします。

01．
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Intensive Grammar 基礎　　　＜5211＞
対象学科： GC科 対象レベル： Intermediate
使用言語： 英語 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

月2-木1

H.Renfro

Intensive Grammar 中級　　　＜5221＞
対象学科： GC科 対象レベル： Advanced
使用言語： 英語 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

水2-金4

H.Renfro

TOEIC Reading 基礎　　　＜4R01＞
対象学科： GC科 対象レベル： Intermediate
使用言語： 英語 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

水2-金4

T.Kurimoto

TOEIC Reading 中級　　　＜4R11＞
対象学科： GC科 対象レベル： Advanced
使用言語： 英語 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

火2-水4

T.Kurimoto

エントリーシート対策　　　＜4Y21＞
対象学科： GC科 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

水4

K.Seki

13.Global Communication

主にパート７に焦点を当てた読解力アップ対策。精読を通して構文力・文法力・語彙力も強化します。レベルは学科
で指定します。

01．

01．

01．

１年次の文法の総復習をしながら、TOEICパート５，６の正解率アップを目指します。レベルは学科で指定します。

TOEICパート５，６をパーフェクトにこなすためのクラス。１年次の復習から難問対策まで。レベルは学科で指定しま
す。

主にパート７に焦点を当てた読解力アップ対策。精読と多読を通して構文力・文法力・語彙力も強化します。レベル
は学科で指定します。

01．

客観性、具体性があるエントリーシートを仕上げ、就職活動に備えます。

01．
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長文リスニング対策　基礎　　　＜4371＞
対象学科： GC科 対象レベル： Intermediate
使用言語： 英語 日本語 定員：20 教科書： プリント

水3-木4

Y.Kadota

長文リスニング対策　中級　　　＜4381＞
対象学科： GC科 対象レベル： Advanced
使用言語： 英語 日本語 定員：20 教科書： プリント

木3-金3

Y.Kadota

TOEFL IBT 対策講座（初級）　　　＜5R91＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

水3 水4

K.Iino K.Iino

TOEFL PBT 対策講座（初級）　　　＜5R81＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

火1 火2 木1 木2 金2

T.Yoshioka T.Yoshioka T.Yoshioka T.Yoshioka T.Yoshioka

英語で落語を楽しもう！　　　＜6M62＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火3 木3

T.Sudo T.Sudo

14.その他

TOEFL（PBT)を知り、対策に必要な技術を学び演習することにより得点の向上を目指します。

01．

01． 02．

04． 05．

ビジネス関連のインタビューや企業戦略の長文を聞く中級レベルのクラス。レベルは学科で指定します。

01．

ビジネス関連のインタビューや企業戦略の長文を聞く上級レベルのクラス。レベルは学科で指定します。

01．

TOEFL（iBT)テスト対策だけでなく、アメリカへ留学をするための目的や学校選択の仕方、また勉強方法についても
学びます。

落語や小噺を英語で学びます。日本の文化も同時に学べます。時間があれば落語だけでなく、端唄・小唄・都都
逸・J-POPなども織り交ぜて最後に発表会を行います。ギター・ウクレレなどできる方、大歓迎！楽しく英語を学び
ましょう。講師は鹿鳴家英楽（かなりやえいらく）先生です。

01． 02．

02． 03．
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Ⅲ. アジア・ヨーロッパ言語

フランス語上級　　　＜6C42＞
対象学科： 2年A・EU仏語科 対象レベル： Intermediate-Advanced
使用言語： ﾌﾗﾝｽ語・日本語 定員：20 教科書： 1･2学期同様

月2-火1

Y.Yamakawa

フランス語中級会話　　　＜6C71＞
対象学科： 1年A・EU仏語科 対象レベル： -
使用言語： ﾌﾗﾝｽ語 定員：20 教科書： 1･2学期同様

金1-金2

P.Callens

フランス語入門　　　＜4P21＞
対象学科： A・EU仏語科  以外 対象レベル： -
使用言語： ﾌﾗﾝｽ語・日本語 定員：20 教科書： プリント

金4

P.Callens

スペイン語上級　　　＜6C81＞
対象学科： 2年A・EU西語科 対象レベル： Intermediate-Advanced
使用言語： ｽﾍﾟｲﾝ語 定員：20 教科書： プリント

火1-木1

H.Miyagi

スペイン語初級（会話）　　　＜5301＞
対象学科： A・EU西語科  以外 対象レベル： Basic・既習者
使用言語： ｽﾍﾟｲﾝ語・日本語 定員：20 教科書： プリント

火4-木4 月2-金2

H.Miyagi B.Prieto

スペイン語初級（文法）　　　＜5281＞
対象学科： A・EU西語科  以外 対象レベル： Basic・既習者
使用言語： ｽﾍﾟｲﾝ語・日本語 定員：20 教科書： プリント

月4 水4 水1-水2

K.Nitta M.Atapaucar K.Nitta

02.スペイン語

2年間に渡って学んだフランス語の集大成です。

01．

01.フランス語

この授業の目的はフランス語力を深めることです。要点を学ぶと同時に日常生活のテーマを通して、フランス語の
会話力も向上させます。さらに、フランス文化の知識を身につけることも目指します。

01．

（１）スペイン語技能検定6級またはDELEのA1、あるいは（２）1年次WITでスペイン語入門の単位を取得済みの2年
生が対象です。大学編入学志望者は文法編と合わせて履修してください。

01．

The target of this course is to learn communication which will be useful when travelling in France . Basic oral
conversation patterns will be introduced and applied in real-life situations .

01．

2年間に渡って学んだスペイン語の集大成です。

01．

02．

（１）スペイン語技能検定6級またはDELEのA1、あるいは（２）1年次WITでスペイン語入門の単位を取得済みの2年
生が対象です。大学編入学志望者は会話編と合わせて履修してください。

01．
-

02．
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スペイン語入門（会話）　　　＜5291＞
対象学科： A・EU西語科  以外 対象レベル： -
使用言語： ｽﾍﾟｲﾝ語・日本語 定員：20 教科書： プリント

水3-木4 火2-木2

M.Atapaucar H.Miyagi

スペイン語入門（文法）　　　＜5271＞
対象学科： A・EU西語科  以外 対象レベル： -
使用言語： ｽﾍﾟｲﾝ語・日本語 定員：20 教科書： プリント

火3-水4 月1-月2

M.Moriguchi M.Moriguchi

中国語検定　　　＜6D51＞
対象学科： 2年A・EU中国科 対象レベル： Intermediate
使用言語： 中国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

水1-水2

N.Kaneko

中国語上級　　　＜6D21＞
対象学科： 2年A・EU中国科 対象レベル： -
使用言語： 中国語・日本語 定員：10 教科書： 1･2学期使用教材

月1-月2

R.Kanekuni

中国語初級（会話）　　　＜5Q41＞
対象学科： ― 対象レベル： 既習者
使用言語： 中国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

金1-金2

W.You

中国語初級（文法）　　　＜5Q31＞
対象学科： ― 対象レベル： 既習者
使用言語： 中国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

金1-金2

R.Kanekuni

03.中国語

2年間に渡って学んだ中国語の集大成です。主に新聞記事やエッセーの読解、高度な会話を練習していきます。

スペイン語を初めて学ぶ人が対象です。簡単な初歩の会話ができるようになることが目標です。大学編入学志望
者は文法編と合わせて履修し、次年度に初級を履修してください。

01． 02．

スペイン語を初めて学ぶ人で、初歩から総合的に学びたい人が対象です。大学編入学志望者は会話編と合わせて
履修し、次年度に初級を履修してください。

01． 02．

中国語検定・HSK・TECCなどの試験対策を行います。

中国語初級を受講済みの学生対象です。

01．

01．

中国語初級を受講済みの学生対象です。

01．

01．
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中国語中級会話 1　　　＜4P31＞
対象学科： 1年A・EU中国科  必修 対象レベル： -
使用言語： 中国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

月4-木4

W.You

中国語入門（会話）　　　＜5Q21＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 中国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

月1-月2 火1-火2 木1-木2

T.Tao Y.Han T.Tao

中国語入門（文法）　　　＜5Q11＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 中国語・日本語 定員：15 教科書： プリント使用

水1-水2 木1-木2

T.Tao X.Jin

旅行で使える中国語会話　　　＜4301＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 中国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

金4

X.Jin

韓国語上級　　　＜6D61＞
対象学科： 2年A・EU韓国科 対象レベル： Intermediate
使用言語： 韓国語 定員：10 教科書： プリント使用

水1-金2 月1-木2 水2-金1 水1-水2 月2-木1

A.Lim S.Im A.Lim S.Lee S.Im

韓国語初級（会話）　　　＜5Q01＞
対象学科： ― 対象レベル： 既習者
使用言語： 韓国語・日本語 定員：15 教科書： プリント使用

月2-金2 火2-水3

S.Jeong S.Lee

01．

04.韓国語

01． 02． 03．

01．

04． 05．

海外旅行で役に立つ、旅行会話を楽しく勉強します。

中国語は全く初めてという学生のみを対象。

2年間に渡って学んだ韓国語の集大成です。

01． 02．

02． 03．

韓国語初級を受講済みの学生が対象です。

中国語コース1年生のための会話のコースです。

01．

中国語は全く初めてという学生のみを対象。

01． 02．
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韓国語初級（文法）　　　＜5P91＞
対象学科： ― 対象レベル： 既習者
使用言語： 韓国語・日本語 定員：15 教科書： プリント使用

水2-木2 月2-金2

Y.Kim Y.Kim

韓国語中級会話１　　　＜4L91＞
対象学科： 1年A・EU韓国科  必修 対象レベル： -
使用言語： 韓国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

水4-金3 水3-金4 月4-木3 月3-木4 木4-金3

A.Lim A.Lim S.Im S.Im Y.Kim

韓国語入門（会話）　　　＜5P81＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 韓国語・日本語 定員：15 教科書： プリント使用

火3-水4 火2-木2 金1-金2

S.Jeong G.Kim C.Park

韓国語入門（文法）　　　＜5P71＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 韓国語・日本語 定員：15 教科書： プリント使用

月4-木4 水2-木2

G.Kim C.Park

韓国文化　　　＜4E52＞
対象学科： 1年A・EU韓国科 対象レベル： -
使用言語： 韓国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

火4-木4

M.Tanaka

韓国文化（韓国語）　　　＜4201＞
対象学科： 2年A・EU韓国科 対象レベル： Intermediate
使用言語： 韓国語 定員：40 教科書： プリント使用

火1

S.Lee

韓国語コース1年生のための会話クラスです。

01． 02． 03． 04． 05．

韓国文化を韓国語で学びます。

01．

韓国語は全く初めて、ハングルが読めないという学生が対象です。

授業では十分にふれられなかった韓国事情と文化について学び、日本文化と比べながら韓国への理解を深めま
す。

韓国語初級を受講済みの学生が対象です。

01． 02．

01． 02． 03．

韓国語は全く初めてという学生のみを対象とし、簡単なコミュニケーションが取れるようにします。

01． 02．

01．
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韓国語検定講座　　　＜5F21＞
対象学科： A・EU韓国科 対象レベル： Intermediate
使用言語： 韓国語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

金3 金4

C.Park S.Jeong

タイ語入門　　　＜4D81＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： ﾀｲ語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

木2 木3

P.Suzuki P.Suzuki

ドイツ語初級　　　＜4L72＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic・既習者
使用言語： ﾄﾞｲﾂ語・ 日本語 定員：20 教科書： プリント

木4

K.Igarashi

ドイツ語入門　　　＜4D41＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： ﾄﾞｲﾂ語・日本語 定員：20 教科書： プリント

木3-金3 火2-金1 火1-木1

K.Igarashi K.Igarashi K.Igarashi

05.その他言語

既にドイツ語を習ったことのある学生が対象のクラスです。

01． 02．

韓国語能力検定、ハングル能力検定などの試験対策を行います。

Make students learn how to use practical Thai language to deal with situations when they visit Thailand.

01． 02．

01．

03．

ドイツ語は全く初めてという学生を対象とし、簡単なコミュニケーションが取れるようにします。

01． 02．
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Ⅳ. 職業関連科目

起業家養成講座　　　＜4R51＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

月3-月4

T.Satake

キャリア開発 自己分析とスピーチ力アップ　　　＜4N01＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：25 教科書： プリント使用

火3 火4 水3

H.Tachibana H.Tachibana H.Tachibana

仕事で使う貿易書類の作成　　　＜6F11＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語・日本語 定員：20 教科書： プリント使用

木1-木2

H.Yoshida

ビジネスイノベーション　　　＜5N61＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： 教科書

月4

M.Ikeda

ビジネスコミュニケーション1 　　　＜5N31＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火3 木2

E.Kobayashi E.Kobayashi

ビジネスコミュニケーション2　　　＜5N41＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火2

E.Kobayashi

イノベーション(変革）はいかにして生まれるのか。ＪＲのエキナカビジネス、旭山動物園、京都市立堀川高校などの
ケースから、ビジネスの現場におけるイノベーションとその構成要因について学んでいきます。グループワークと講
義を併用し、イノベーションへの理解を深め、実践者としての知の養成を目指します。

01.ビジネス

起業家研究や起業を想定したビジネスプランの作成演習等を通じて、自分にあった働き方を探求してゆきます。起
業を考えていなくても、就職や将来を主体的に思い描き、考える絶好のチャンスです！

01．

自己のキャリアを決定する上で重要な、自分の興味、価値観、能力などを分析します。また１分間スピーチ能力を
つけてもらいます。

01． 02． 03．

 貿易取引で必要な書類を作成することで貿易の仕事を理解しよう。英文文書を作成する力を養います。

01．

ワークを交えた参加型の授業を通して、ビジネスシーンに必要なコミュニケーションスキルの向上を目指します。

01． 02．

01．

礼儀作法の歴史的背景を知り、ビジネスシーンだけでなくライフイベントを充実させるコミュニケーションスキルの向
上を目指します。

01．
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ファッションビジネス最前線　　　＜6J21＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：25 教科書： 教科書

金1

Y.Sugimoto

ホスピタリティビジネス入門　　　＜4W81＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火1 火2 水2 木1 木3

A.Suzuki A.Suzuki Y.Suzuki Y.Suzuki K.Oishi

JR神田駅連携　駅からハイキング企画講座　　　＜6M91＞
対象学科： 1年観光科  必修 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：40 教科書： プリント使用

木2

M.Hoshino

英語で話す日本　　　＜5071＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

金1

Y.Watanabe

海外地理検定　　　＜4J71＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：25 教科書： プリント使用

火2

R.Koizumi

海外ツアーコンダクター入門　　　＜6F51＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

水3

W.Takei

02.観光

現在のファッションのトレンド、ファストファッション、セレクトショップ、裏原、高級ブランドなどのビジネスの仕組みや
基本用語を理解する。対象とする企業は、UNIQLO、ZARA、H＆M、フォーエバー21、ヴィクトリアズ・シークレット、ワ
コール、トリンプ、ユナイテッドアローズ、ルイヴィトン、シャネル、ティファニー、ハリー・ウィンストン、コーチ、サマン
サタバサなど。

01．

将来、エアライン・ホテル・観光業界への就職を目指す人を対象にして、サービス業で必要とされるホスピタリティ
サービスについて学びます。

01． 02． 03． 04． 05．

本講座は、JR東日本神田駅との産学連携授業です。神田駅が主催する「駅からハイキング」のコースを企画し、運
営します。

01．

日本語で日本のことを話すのもなかなか難しいものです。まずは自分の国、文化を理解しそれを外国人に英語で伝
える練習をします。将来、日本人として外国人に接する仕事をしたい人は是非身に付けたい知識です。留学準備に
も最適です。

01．

地図帳を利用します。世界遺産や山河など、海外の様々な観光資源について学習します。海外旅行地理検定3級
取得を目指します。一般常識として世界の観光資源を学びたい方にもおすすめです。

01．

海外添乗業務を基礎から学びます。

01．
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観光英語検定2級対策講座　　　＜5G81＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： 教科書

月1 火3 火4

Y.Kazama M.Shibasaki M.Shibasaki

現場で使える観光英語　　　＜5031＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

金2

Y.Watanabe

国内地理検定　　　＜5G52＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

月1 月2 月3 月4

H.Katsura H.Katsura H.Katsura H.Katsura

国内旅行業務取扱管理者試験取得講座　　　＜5H31＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： 教科書

木3-木4

M.Hoshino

ヨーロッパトラベル講座　　　＜6491＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

木3

R.Koizumi

ＩＮＦＩＮＩ　検定対策　　　＜4L51＞
対象学科： 1年エアライン科・2年観光科 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

木3 水3 水4 木3 水4 金4

F.Aota N.Fujita N.Fujita N.Fujita M.Fujimoto T.Oyama

03.エアライン

旅行業界・航空業界に就職を希望している学生には必須とも言える検定試験に合格するための講座です。

旅行・観光・ホテル・レストランサービス等の職業にあっては、英語の一般的能力だけではなく、業界専門用語や独
特の言い回しなど、業務を遂行するのに専門的な英語力が必要です。この講座では、観光英検2級合格を目指し、
演習問題及び過去問題を中心に取り組みます。

01． 02． 03．

通訳案内士、添乗員、ホテル、レストランなどの旅行業の現場で業務をする上で必須の英語表現を学びます。仕事
の場面だけではなく、プライベートで旅行に行くときにも役立つでしょう。

01．

地図帳を利用します。観光としての地理、自然の観光資源、歴史的建造物について学習しましょう。旅行地理検定2
級取得を目指します。一般常識として日本の観光資源を学びたい方にもおすすめです。

01． 02． 03． 04．

これから国家資格である国内旅行業務取扱管理者を目指す人を対象に基礎から勉強します。2012年9月の試験合
格が目標です

01．

あたかも自分が旅をしている気分でヨーロッパ観光ルートを訪ねます。ヨーロッパの観光名所や地理を学びます。

01．

01． 02． 03． 04． 05． 06．
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エアライン英語　　　＜5P31＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語・日本語 定員：25 教科書： プリント

月3 月4 金3 金4

Y.Kazama Y.Kazama M.Shibasaki M.Shibasaki

エアライン業界就活準備講座　　　＜5P01＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：35 教科書： プリント

火3

S.Oki

ビューティフル接客対応講座　　　＜6F81＞
対象学科： 1年エアライン科  以外 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

火3 火4

Y.Kazama Y.Kazama

ＡＢＣ検定対策　　　＜4351＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

月4

J.Kawada

海外ホテル事情　　　＜4R61＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

月2

H.Fujisaki

ホテル業界事情　　　＜4K01＞
対象学科： ホテル科  以外 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

水2

T.Shirado

01． 02． 03．

04.ホテル

ホテル業界は今どうなの？この先はどうなるの？ホテル業界で働きたいと考える人のための講座です。（ホテル科
以外の学生を対象としていますが、再度基礎から学びたいと考えるホテル科学生も受講可能です。）

国際的なホテルマン、ホテルウーマンとして活躍するために必要な知識を具体的な例を用いて解説します。

ブライダル業界での活躍を目指す人を対象とし、基本を身につけることを目的とした資格試験、アシスタントブライダ
ルコーディネーター（ABC）検定の試験合格対策の講座です。

航空業界で必要とされる業務英語及び接客のための英会話をRole Playingを中心に学びます。

オープンスカイ、LCCの参入など刻々と変化するエアライン業界。エアライン業界就活の後押しをしていきます。

01．

04．

社会人として必要なマナー、身だしなみ、言葉遣いなどを訓練します。就職面接対策にも有効です。

01． 02．

01．

01．

01．
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ホテル業界入門Ａ　　　＜5331＞
対象学科： ホテル科  以外 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書：

月1

H.Fujisaki

ホテル業界入門Ｂ　　　＜5341＞
対象学科： ホテル科  以外 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

水1

T.Shirado

ホテル業界とはどのようなものなのかを簡単に紹介します。

01．

映像等補助教材をふんだんに用い、ホテルサービスの魅力、サービスの実際等の理解を進め、ホテルサービス全
般の知識・ノウハウを身に付けます

01．

40



Ⅴ. コンピューター

日本語ワープロ検定１級　　　＜6241＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書：

水2-金2

E.Arakawa

日本語ワープロ検定２級　　　＜6251＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書：

月2 火3 水4 木3 金4

A.Fukushima E.Arakawa E.Arakawa A.Fukushima E.Arakawa

日本語ワープロ検定３級　　　＜5D11＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書：

月2 火4 水2 木4 金2

K.Yagi A.Chiba T.Tsuchiya K.Yagi T.Hanashima

表計算ＥＸＣＥＬ検定２級　　　＜6221＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書：

水3-金3

A.Chiba

表計算ＥＸＣＥＬ検定３級　　　＜6231＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書：

月4 火2 水1 木2 金4

K.Yagi A.Chiba A.Chiba K.Yagi T.Hanashima

EXCEL MOS　　　＜6N01＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： 教科書

月1 火3 水4 木3 金1

C.Iwata R.Ikai R.Ikai R.Ikai C.Iwata

05．

「Microsoft Office Specialist Excel」は、約200の国と地域で実施されているグローバルな認定資格です。実務で求
められるスキルを客観的に証明し、就職に向けた資格取得として、試験合格を目指します。受験しない人も「Excel」
の実務運用力が身につきます。試験に合格すれば、受講単位のほかに、更に1単位取得できます！備考：講座内
で受験不可能。外部での受験。

04．03．

02.マイクロソフト オフィス スペシャリスト（ＭＯＳ）試験

02．

01． 02．

01.コンピュータサービス技能評価試験

01．

表計算Excel3級を合格目標。表計算Excel2級を受験する前に、まずは実力試し！1年次に学んだExcelを受験対策
していきます。試験に合格すれば、受講単位のほかに、更に1単位取得できます！備考：講座内にて受験（受験料
は別途必要）

日本語ワープロ検定3級を合格目標。レベルもさほど高くないので、実力試しにはBest！です。日本語ワープロ検
定2級へのステップアップとしてトライしては如何でしょう。試験に合格すれば、受講単位のほかに、更に1単位取得
できます！備考：講座内にて受験（受験料は別途必要）

日本語ワープロ検定2級を合格目標。就職するための評価にも値し、社会人としては取得しておきたいレベルです。
試験に合格すれば、受講単位のほかに、更に2単位取得できます！備考：講座内にて受験（受験料は別途必要）

01． 02． 03．

日本語ワープロ検定1級を合格目標。レベルはかなり高いですが、それゆえに資格としての評価も高いです。全国
でも数少ない合格者の一人になりませんか！試験に合格すれば、受講単位のほかに、なんと！『4単位』取得でき
ます。授業時間以外にも自習時間が必要です。備考：講座内にて受験（受験料は別途必要）

01．

04． 05．

03． 04． 05．

表計算Excel2級を合格目標。レベルは高く、授業時間以外にも週２～３時間の自習時間が必要ですが、就職後の
即戦力になるので、就職活動の強い味方です。試験に合格すれば、受講単位のほかに、更に2単位取得できま
す！備考：講座内にて受験（受験料は別途必要）

01．

03． 04． 05．01． 02．
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WORD MOS　　　＜6N02＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： 教科書

月3 火2 水3 木1 金3

C.Iwata R.Ikai A.Fukushima C.Iwata C.Iwata

PC入門（英語）　　　＜4N71＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：35 教科書： プリント使用

木4

A.Thomas

WORDでデザイン　　　＜5Q51＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：30 教科書： プリント

水4

A.Thomas

パソコンで学ぶ英語ビジネス文章　　　＜4K11＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：35 教科書： プリント使用

木3

A.Thomas

パブリッシャーでデザイン　　　＜5B01＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：30 教科書： プリント使用

火3

A.Thomas

03．

Use MS Publisher to Design T-Shirts, CD jackets, room layouts, anything.

「Microsoft Office Specialist Word」は、約200の国と地域で実施されているグローバルな認定資格です。実務で求
められるスキルを客観的に証明し、就職に向けた資格取得として、試験合格を目指します。受験しない人も「Word」
の実務運用力が身につきます。試験に合格すれば、受講単位のほかに、更に1単位取得できます！備考：講座内
で受験不可能。外部での受験。

01． 02．

03.Others

01．

01．

Use WORD to games, posters, and many other eye-catching display items.

Students will create  a variety of English Business Documents in Publisher, Word and Excel

01．

05．

This course introduces students to the English PC. We will use Word, Excel and Powerpoint in English, with
English Windows and English Keyboards.

04．

01．
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Ⅵ. 就職関連科目

ES・自己PR完成講座　　　＜5P51＞
対象学科： 1年エアライン科 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：50 教科書： プリント

火4

M.Tanabe

就職総合対策講座　　　＜5191＞
対象学科： ― 対象レベル： 就職希望者
使用言語： 日本語 定員：100 教科書： キャリアハンドブック2014

火2 水2 木2 金2

H.Mitsuhashi H.Mitsuhashi H.Mitsuhashi H.Mitsuhashi

就職対策－最新時事ニュース　　　＜6G01＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

月1 月3 月4 金2 金3

N.Fujii N.Fujii N.Fujii N.Fujii N.Fujii

日本語文章力スキルアップ講座　　　　＜5P61＞
対象学科： 2年 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント

火3 水3 水4

M.Tanabe M.Tanabe M.Tanabe

ビジネスキャリア・リサーチ(企業研究）　　　＜5N51＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

月1 水2 水4 木1 木3 木4

M.Ikeda M.Ikeda M.Ikeda M.Ikeda E.Kobayashi M.Ikeda

プロモデルに学ぶ就活面接イメージアップ術　　　＜4191＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

金2

Y.Sugimoto

01．

01.就職活動

知っておきたい政治・経済・国際社会の動き。常識問題・筆記試験対策はこれで万全だ！

内容の充実したESや自己PR を完成させるための講座です。書類選考を通過することは合格への第一歩です。

就職希望者は、必ず都合の良い一コマを選択履修してください。履修することにより、就職先の斡旋・指導を受けることができます。内容は、就職活動
のポイント全般を網羅したもので、皆さんを力強くサポートします。また授業は、スーツ着用、遅刻厳禁で実施します。（会社説明会に参加していると仮
定してください。）
注）木-5限の履修は、原則、火～金の2限が、他の必修科目と重複した場合のみ認めます。この場合の履修登録方法は、別途連絡します。

01． 02． 03． 04．

01． 02． 03． 04． 05．

正しい敬語の使い方、日本語の適切な表現力を身に付けES,自己PR,小論文の書き方などを学びます。

01． 02． 03．

就職活動に役立つ業界研究・企業研究の方法論を経営学の視点から詳しく学びます。単に会社のＨＰや説明会参
加時の情報で“調べた気”になっているあなた、正しい企業研究を是非この機会に学びましょう。

01． 02． 03． 04． 05． 06．

国内トップモデル事務所「オスカープロモーション」の人気モデルを「ゲストレクチャラー」にお招きし、面接対策としてのイメージアップ
術を習得する。笑顔、立ち居振る舞い、挨拶、発声、歩き方、座り方、自己紹介、強い心の持ち方、美しく写真に写るためのテクニック
（履歴書写真）、プロのメイク術、洋服コーディネート、美肌を維持する野菜中心の食生活、ダイエット法、キャリアアップ論など、多面
的に学ぶことにより、就活対策に役立つ「自分をイメージアップするための総合力」を養う。

01．
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英文履歴書対策　　　＜4231＞
対象学科： GC科 対象レベル： Intermediate-Advanced
使用言語： 英語 日本語 定員：26 教科書： 教科書

金2

Y.Kadota

02.Global Communication

01．

外資系企業への就職活動準備。インパクトのある英文履歴書、カバーレターをしっかり仕上げます。
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Ⅶ. 一般教養

日本語・日本文学　　　＜5H81＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

木4

R.Ikai

日本語・文章表現力養成講座　　　＜4Z71＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント

火1

R.Ikai

日本語教師養成講座　　　＜4T41＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

木3 木4

K.Iino K.Iino

２０世紀ポップスの歴史　　　＜5662＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

水2 金3 金4

J.Diggs J.Evtimovski J.Ulloa

GLEE CLUB　　　＜5N71＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：20 教科書： プリント使用

月4 火2 火3 水4

N.Munroe N.Munroe N.Munroe N.Munroe

アメリカ文化１　　　＜5M72＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced・TOEIC more than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火3 水4 金3

D.Sanders D.Sanders D.Sanders

02.文化（日本以外）

日本文学って？代表的なものは？とりあえず何から読めばいいの？どんなジャンルがあるの？どんな点に注意し
て読めばいいの？日本文学という世界の入り口をご案内します。

01.日本語

01．

学生時代に書くことになると思われる文書の書き方について、どのように表現するとよいのか、各週テーマを決めて
学習します。日本語で文章を書くのが苦手だという学生におすすめです。

01．

実際的な日本語教授法について学びます。日本語の文法をどのような方法、教材で学習者に提示し、習得させる
のか。模擬授業等を通して、より実践的に日本語を教える方法を習得する講座です。

01． 02．

Students will study the music styles, performers, composers and songs including jazz, rock, R&B and hip hop.

01． 02． 03．

In this class, students will learn about the main elements of putting on a school musical. The final project will be
to help stage a live musical for students, teachers and administration at the end of the term.

01． 02． 03． 04．

Students learn about basic American values, beliefs and lifestyles. Areas covered in the materials include
friendship, college study, basic geography of the USA, and New York City.

01． 02． 03．
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アメリカ文化２　　　＜4932＞
対象学科： ― 対象レベル： Basic-Intermediate・TOEIC less than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

月2 火1 火3 水2 金3

D.Sanders D.Sanders K.Tokumoto D.Sanders K.Tokumoto

お菓子を英語で作ろう　　　＜4S62＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火3-火4 金3-金4

J.Appleby J.Appleby

キリスト教入門　　　＜4I02＞
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate・TOEIC more than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火2 金2

K.Tokumoto K.Tokumoto

中南米の文化と歴史　　　＜5R71＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント

火4 月3

M.Moriguchi M.Moriguchi

フランス文化　　　＜4E31＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： ﾌﾗﾝｽ語・日本語 定員：20 教科書： プリント

金3

P.Callens

ホームパーティ－をデザインしよう　　　＜5G11＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：12 教科書： プリント使用

水2 水3 木2 木3

K.Aoki K.Aoki K.Aoki K.Aoki

The French culture course is a presentation of France under different aspects (geography, history, art, customs,
cooking, …).

中南米の文化や歴史で興味深い事項をテーマ別に紹介します。予備知識やスペイン語の学習経験は必要ありま
せん。観光で中南米の国々を訪れる際に、ちょっとだけ深い楽しみ方ができるような知識を学んでみましょう。

01． 02．

Students learn about basic American values, beliefs and lifestyles. Areas covered in the materials include
friendship, college study, basic geography of the USA, and New York City.

01． 02． 03． 04． 05．

This course will teach students how to make cookies, cake, muffins, and other American style desserts in English.
We will read recipes and then actually make them!

01． 02．

This course is to present a concise overview of the Bible and Christianity's influence upon western civilization.

01． 02．

01．

教材費 \2,000 (初日に徴収します）海外で生活するにはホームパーティーは欠かせない日常生活のイベントです。
彩りのある楽しい生活を学んでみませんか。

01． 02． 03． 04．
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上級語彙講座　　　＜5F52＞
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 500
使用言語： 英語 定員：15 教科書： プリント使用

火1 火3 火4 火4 水2 金1

D.Hurley B.Koss B.Koss P.Prout S.Green S.Green

金4

D.Hurley

心理学で自分探し　　　＜5F82＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：25 教科書： プリント使用

金2

M.Ono

対人コミュニケーションスキル　　　＜4331＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： 教科書

木2

Y.Tomita

03.その他

01．

07．

01．

人は、決して一人では生きていけません。日々誰かとコミュニケーションをとっているのです。では、コミュニケーショ
ンとは何でしょうか？語源はラテン語の「コミュニカティオ」で、共有するという意味です。物ではなく、気持ちを共有
することです。「より良いコミュニケーションは日々を輝いたものにしてくれる」それを皆と一緒に実感するクラスで
す。

Vocabulary for high level students.

05． 06．01． 02． 03． 04．

これから社会へ出ていく皆さんにとって必要な自己理解をグループワーク等を通して考えていきます。
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Ⅷ. 大学編入

神田外語大学小論文対策　　　＜4V11＞
対象学科： ― 対象レベル： 神田外語大学編入を希望する学生
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火3 火4 水3 水4

F.Oshige F.Oshige Y.Saito Y.Saito

神田外語大学編入面接対策(日本語）　　　＜4V21＞
対象学科： ― 対象レベル： 神田外語大学編入を希望する学生
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

木3 木4

Y.Saito Y.Saito

基礎から学べる経済原論　　　＜4M01＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：20 教科書： プリント使用

火1 火4 水1 木4

K.Nagao K.Nagao K.Nagao K.Nagao

他大学編入小論文対策講座　　　＜4V41＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

月1 月2 月3 火3 火4 金3

K.Yamamura K.Yamamura K.Yamamura N.Homma N.Homma N.Homma

金3 金4

F.Oshige F.Oshige

英語学入門　　　＜4W21＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火1 金3

A.Sakamoto A.Sakamoto

08．

02.他大学編入

01． 02．

01.KUIS編入

07．

03.言語学

この講座では、他大学の編入試験を受験する人を対象に、小論文の試験対策を実施します。

この講座では、他大学編入で経済・経営系学部を志望する学生を対象とし、経済原論の基礎を学んでいきます。

この講座では、神田外語大学の推薦・編入選抜試験を受験する人を対象に、日本語面接の準備を行います。

この講座では、神田外語大学の推薦・編入選抜試験を受験する人を対象に、小論文に出題される指定図書を使い
ながら小論文の試験対策を実施します。

01． 02． 03． 04．

01． 02． 03． 04．

01． 02．

03． 04． 05． 06．

英語学の全領域をカバーし、「言語(英語）とは何か」「言語(英語）はどのように働くか」という　根元的な問題を探る
ための基礎的な学習をします。

01． 02．
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第二言語習得法　　　＜4W41＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火2 火3

A.Sakamoto A.Sakamoto

日米比較文化論　　　＜4U91＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語・日本語 定員：30 教科書： プリント使用

火4

A.Fukushima

ヨーロッパ文化研究入門　　　＜4T81＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語・日本語 定員：30 教科書： プリント使用

木2

H.Yamamoto

異文化コミュニケーション論入門　　　＜4U71＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

水3 水4

M.Muramatsu M.Muramatsu

非言語コミュニケーション論入門　　　＜4U51＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

金3

M.Takada

04.文化

この講座では、身振り、手振り、顔の表情、視線、周辺言語、身体接触、対人距離、沈黙など、ことば以外の手段に
よって伝えられる非言語（ノンバーバル）メッセージが果たす役割について学習します。

01．

この講座では、アメリカにおける文化的な事例を学びながら、日本文化との違いを考察していきます。同時に、カル
チュラル・スタディーズの方法論や異文化理解についても学びながら、日米の文化の違いについて学んでいきま
す。

この講座では、ヨーロッパ諸国の文化や歴史のなかからいくつかの国やテーマを選び、ヨーロッパ文化の特徴を研
究します。ヨーロッパの人間活動の特徴を、自然環境や歴史的背景と関連づけながら理解します。

01．

この講座は、第二言語（外国語を含む）の習得に関する基礎知識を身につけることを目的とします。これまでに国内
外で行われてきた研究を考察し、「人はいかにして第二言語を学ぶのか」という問いに対してより科学的な説明がで
きるようになることが一番のねらいです。

01． 02．

01．

05.異文化コミュニケーション

この授業で、異文化コミュニケーションについて、その考え方や方法について学びます。自分の文化・他の文化、そ
して世界との関わりを考え、アイデンティティの問題・異文化インタラクション・グローバライゼーションと国際化社会
における文化と人間について考えていきます。

01． 02．
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英文学研究入門　　　＜4W61＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 日本語 定員：30 教科書： プリント使用

木1 木2

I.Akagawa I.Akagawa

06.その他

英文学における歴史的な変遷と代表的な作家や作品を取り上げ、イギリスの社会背景や文化を学習します。

01． 02．
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Ⅸ.カリフォルニア州立大学単位認定科目

ＣＳＵアメリカ史　　　＜5I21＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：20 教科書： プリント使用

水3-金1-金2

W.Bohart

CSUカレッジライティング　　　＜6L01＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：20 教科書： プリント使用

火1-火2-金2

S.Binder

CSU数学基礎　　　＜6L11＞
対象学科： ― 対象レベル： -
使用言語： 英語 定員：20 教科書： プリント使用

火1-火2-金3

M.Tachi

01.米国大学体験科目

01．

This is a university level American History course designed for transfer credit to American universities. We will
study modern (1865 to present) American history.　*米国大学へ留学する際に単位の移管がされやすい科目で
す。(学院の提携校は単位移管が可能です。）米国大学の授業を体験してみたい人にもお勧めです。

01．

This is a university level expository writing course designed for transfer credit to American universities. We will
study expository writing techniques.　*米国大学へ留学する際に単位の移管がされやすい科目です。(学院の提携
校は単位移管が可能です。）米国大学の授業を体験してみたい人にもお勧めです。

This is a university level mathematics course designed for transfer credit to American universities. We will study
practical mathematics for daily life.　*米国大学へ留学する際に単位の移管がされやすい科目です。(学院の提携
校は単位移管が可能です。）米国大学の授業を体験してみたい人にもお勧めです。

01．
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