
英語圏⽂化講座（上級）　　＜6R01＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽉4-⽕3 ⽊4-⾦4
K.Dymant J.Perry

英語圏⽂化講座（中級）　＜6R11＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 500-700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕3-⽔4 ⽕1-⽔2 ⽕2-⽔1 ⽉3-⽕4
M.Grice R.Hughes R.Hughes K.Dymant

英語圏⽂化講座（初級）　　＜6R21＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Basic・TOEIC less than 500
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕1-⽔2 ⽕1-⽊3
C.Graal J.Karim

英語でスウィーツ作り　　　＜6P51＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント ※製菓材料費が別途5000円前後かかります。

⽕1-⽕2
N.Munroe

児童英語教育講座（上級）　　　＜6R31＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕3-⽔4 ⽕4-⽊4
H.Bartelen J.Karim

This course looks at the history and culture of the U.K., Ireland, India, Australia and New
Zealand. This class meets twice a week.

01． 02．

Students will learn basic information and skills for teaching English to young learners. This class
meets twice a week.

01． 02．

This course will teach students how to make cookies, cake, muffins, and other American style
desserts in English. We will learn vocabulary for making desserts (equipment, ingredients,
recipe language), read recipes, actually make desserts, and eat them!

01．

This course looks at the history and culture of the U.K., Ireland, India, Australia and New
Zealand. This class meets twice a week.

01． 02．

This course looks at the history and culture of the U.K., Ireland, India, Australia and New
Zealand. This class meets twice a week.

01． 02．

03． 04．



児童英語教育講座（中級）　　　＜6R41＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 500-700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕2-⽔1 ⽕1-⽔2 ⽔4-⽊4
R.Churchill R.Churchill O.Mannas

ディスカッション（上級）　　　＜6Q01＞ 1単位
対象学科： 2年 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽉2 ⽕1 ⽕2 ⾦2 ⽕3 ⽔3
C.Carter C.Carter D.Venz D.Venz M.Brown F.Sakai
⽕4 ⽕4 ⽉2 ⾦2 ⽉1 ⽕2
C.Graal D.Reyes D.Moye D.Moye J.Karim J.Karim
⽕2 ⽔1 ⽔3 ⽔4 ⽉3
P.Dixon P.Dixon A.Stovall A.Stovall M.Grice

ディスカッション（中級）　　　＜6Q11＞ 1単位
対象学科： 2年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 500-700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕2 ⽔1 ⽉2 ⾦2 ⽉1 ⾦1
C.Saarna C.Saarna C.Schmunk C.Schmunk J.Perry J.Perry
⽉1 ⽕2 ⽉2 ⽕1 ⽉2 ⽕1
J.Cajudo J.Cajudo T.Ball T.Ball W.Bingham W.Bingham
⽕1 ⽔2 ⽕2 ⾦2 ⽔1 ⽕3
M.Hetherton M.Hetherton C.Graal C.Graal M.Mccubbin M.Hetherton
⽔4 ⽕4
F.Sakai F.Sakai

ディスカッション（初級）　　　＜6Q21＞ 1単位
対象学科： 2年 対象レベル： Basic・TOEIC less than 500
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽉2 ⽉1 ⾦1 ⽕4 ⽔3 ⾦3
N.Munroe N.Munroe M.Serrata W.Bingham W.Bingham J.Mcentire
⽊3 ⽊4
B.Sayers B.Sayers

19． 20．

08． 09． 10． 11． 12．

07． 08．

This course will focus on improving discussion skills and will deal with a variety of topics. This
class meets once a week.

01． 02． 03． 04． 05． 06．

05． 06．

Students will learn basic information and skills for teaching English to young learners. This class
meets twice a week.

01． 02． 03．

13． 14． 15． 16．

This course will focus on improving discussion skills and will deal with a variety of topics. This
class meets once a week.

01． 02． 03． 04． 05． 06．

17．

07． 08． 09． 10． 11． 12．

13． 14． 15． 16． 17． 18．

07．

This course will focus on improving discussion skills and will deal with a variety of topics. This
class meets once a week.

01． 02． 03． 04．



⽇常英会話（中級）　　　＜6N91＞ 1単位
対象学科： 1年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 400-595
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽔2 ⽕2 ⽔1 ⽔3 ⽕3 ⽔4
M.Grice M.Chin M.Chin R.Pompeo R.Pompeo R.Pompeo
⽕4 ⽔3 ⽉1 ⽕2 ⽉1 ⽕2
P.Dixon P.Dixon T.Ball T.Ball M.Mccubbin M.Mccubbin
⽉2 ⽕1 ⽉4 ⽕3 ⽉4 ⽕3
J.Karim L.Riley A.Fox A.Fox C.Schmunk C.Schmunk
⽉3
C.Schmunk

⽇常英会話（初級）　　　＜6P01＞ 1単位
対象学科： 1年 対象レベル： Basic・TOEIC 395 and under
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕1 ⽕2 ⽔1 ⽕4 ⽔3 ⽕3
M.Grice M.Grice M.Grice M.Grice M.Grice P.Dixon
⽔4 ⽕1 ⽔2 ⽉3 ⽕4 ⽊3
P.Dixon P.Prout P.Prout P.Prout P.Prout O.Brawanska
⽊4 ⽕4 ⽉4
B.Koss M.Ovalles J.Perry

パワーディスカッション（上級）　　　＜6P71＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕1-⽔2 ⽉4-⽕3 ⽉3-⽕4 ⽕3-⽔4 ⽕4-⽔3
D.Venz C.Carter C.Carter D.Reyes B.Koss

パワーディスカッション（中級）　　　＜6P81＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 500-700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕3-⽔4 ⽔2-⾦1 ⽕2-⽔1 ⽉3-⽕4 ⽕3-⽔4 ⽕4-⽔3
R.Churchill J.Mcentire J.Mcentire A.Fox B.Koss D.Venz06．

This course will focus on improving discussion skills and will deal with a variety of topics. This
class meets twice a week.

01． 02． 03． 04． 05．

19．

This course will focus on improving discussion skills and will deal with a variety of topics. This
class meets twice a week.

01． 02． 03． 04． 05．

13． 14． 15．

07． 08． 09． 10． 11． 12．

This course is for intermediate students who would like to improve their daily conversation skills
by studying common expression, functions and grammar that are used often in conversation.
Students will also talk about various topics in the world, society and their personal lives.

01． 02． 03． 04． 05． 06．

07． 08． 09． 10． 11． 12．

This course is for lower-level students who would like to improve their daily conversation skills
by studying common expression, functions and grammar that are used often in conversation.
Students will also talk about various topics in the world, society and their personal lives.

01． 02． 03． 04． 05． 06．

13． 14． 15． 16． 17． 18．



キリスト教⼊⾨　　　＜4I02＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： 教科書

⽕4 ⽉4
K.Tokumoto K.Tokumoto

パワーリーディング（上級）　　　＜6Q51＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕2-⽔1
M.Brown

パワーリーディング（中級）　　　＜6Q61＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 500-700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕1-⽔2
M.Brown

北⽶⽂化講座（上級）　　　＜6Q71＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕2-⽔1 ⽉3-⽊3 ⽕3-⾦3
D.Reyes B.Koss W.Bingham

北⽶⽂化講座（中級）　　　＜6Q81＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 500-700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕1-⽔2 ⽉1-⽕2 ⽉2-⽕1 ⽉4-⽕3 ⽕3-⾦3
J.Cajudo T.Hales T.Hales T.Hales E.Morris

This course looks at the history and culture of North America: the U.S., Canada and Mexico.
This class meets twice a week.

Students will improve reading skills and read about many different topics. This class meets
twice a week.

01．

This course is to present a concise introduction and overview of the Bible and Christianity.

01． 02．

This course looks at the history and culture of North America: the U.S., Canada and Mexico.
This class meets twice a week.

01． 02． 03．

01． 02． 03． 04． 05．

Students will improve reading skills and read about many different topics. This class meets
twice a week.

01．



北⽶⽂化講座（初級）　　　＜6Q91＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年 対象レベル： Basic・TOEIC less than 500
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕1-⽔2 ⽉3-⽉4
M.Serrata M.Brown

リーディングで学ぶ（上級）　　　＜6P31＞ 1単位
対象学科： 1年 対象レベル： Advanced・TOEIC more than 600
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕4 ⽔3 ⽕1 ⽔1 ⽉4 ⾦4
J.Mcentire J.Mcentire M.Chin N.Munroe F.Franchini F.Franchini

リーディングで学ぶ（中級）　　　＜6P41＞ 1単位
対象学科： 1年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 400-595
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽔1 ⽔2 ⽔1 ⽕3 ⽕4
P.Prout M.Chin J.Cajudo A.Stovall A.Stovall

エッセイの書き⽅講座（中上級）　　　＜6P22＞ 1単位
対象学科： 1年 対象レベル： Intermediate-Advanced・TOEIC more than 400
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽔2
C.Smith

パラグラフの書き⽅講座（初中級）　　　＜6P11＞ 1単位
対象学科： 1年 対象レベル： Basic・TOEIC 395 and under
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕1
C.Smith

In this course students will work on improving their English writing skills by writing better and
longer paragraphs to express their opinions and write about their experiences.

01．

In this course, students will work on improving their English writing skills by writing better and
more developed essays. Students will learn about process writing, and how to write essays that
communicate descriptive information, opinions, and comparisons.

01．

This course will help students develop reading skills through a variety of genres: magazine and
news articles, short stories, novels, and non-fiction articles and books. Students will also write
and discuss the topics and stories read in class.

01． 02． 03． 04． 05．

This course will help students develop reading skills through a variety of genres: magazine and
news articles, short stories, novels, and non-fiction articles and books. Students will also write
and discuss the topics and stories read in class.

01． 02． 03． 04． 05． 06．

This course looks at the history and culture of North America: the U.S., Canada and Mexico.
This class meets twice a week.

01． 02．



語彙⼒強化講座１（中級）　　　＜6N71＞ 1単位
対象学科： 1年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 400-595
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕4 ⽔3 ⽕1 ⽔1 ⽊3 ⽊4
N.Munroe N.Munroe P.Dixon T.Ball D.Baird D.Baird
⾦3 ⾦4
E.Winter E.Winter

語彙⼒強化講座１（初級）　　　＜6N81＞ 1単位
対象学科： 1年 対象レベル： Basic・TOEIC 395 and under
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕2 ⽕3 ⽔4 ⽔1 ⾦3 ⾦4
L.Riley T.Ball T.Ball J.Karim K.Dymant K.Dymant
⽕4 ⽊4
J.Damm T.Martin

語彙⼒強化講座２（中級）　　　＜6Q31＞ 1単位
対象学科： 2年 対象レベル： Intermediate・TOEIC 500-700
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽔2 ⽔1 ⽕2 ⽕4 ⾦1 ⽕1
P.Dixon L.Riley P.Prout R.Pompeo M.Chin J.Mcentire
⽕2 ⽔1 ⽕3
M.Hetherton M.Hetherton W.Hay

語彙⼒強化講座２（初級）　　　＜6Q41＞ 1単位
対象学科： 2年 対象レベル： Basic・TOEIC less than 500
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕3 ⽕4 ⽊4 ⽉4 ⾦3 ⾦4
F.Sakai S.Bennett S.Bennett N.Munroe D.Baird D.Baird05． 06．

07． 08．

07． 08． 09．

Students will do a variety of activities in order to increase vocabulary skills and knowledge. This
class meets once a week.

01． 02． 03． 04． 05． 06．

Students will do a variety of activities in order to increase vocabulary skills and knowledge. This
class meets once a week.

01． 02． 03． 04．

07． 08．

This course is intended for lower-level students who need to increase their vocabulary skills.
Students will study many useful words and phrases, word families, and phrasal verbs. The
course will be useful for students who want to improve their speaking and reading skills. The
app Quizlet will be used.

01． 02． 03． 04． 05． 06．

This course is intended for intermediate students who want to increase their vocabulary skills.
Students will study many useful vocabulary phrases, word families, and phrasal verbs. The
course will be useful for students who want to improve their speaking and reading skills. The
app Quizlet will be used.

01． 02． 03． 04． 05． 06．



GC Speaking 上級　　　＜6U01＞ 4単位（週4コマ）
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Advanced・GＣ科
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

GC Speaking 中級　　　＜6U11＞ 4単位（週4コマ）
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Intermediate・GＣ科
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

GC Writing 上級　　　＜6U61＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Advanced・GＣ科
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽔1-⽊3
S.Green

GC Writing 中級　　　＜6U71＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Intermediate・GＣ科
使⽤⾔語： 英語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽔4-⾦1
S.Green

Public Speaking　　　＜6V11＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced・ＧＣ科以外
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

⾦2
F.Sakai

In this course, you will continue to write various passages and articles. We will also try to
increase your vocabulary. レベルは学科から指定。

01．

スピーチ、プレゼンを得意にしよう！ステージパフォーマンスとしての英語を学びます。

01．

In this course, you will continue to write various passages and articles at even faster pace. レベル
は学科から指定。

01．

You will enhance your speaking skills and fluency with the review of basic grammar and
vocabulary. レベルは学科から指定。

01．

Intensive speadking course. You will research, discuss, and present on the given topics. Internet
research involved. レベルは学科から指定。

01．⽉3-⽉4-⽔3-⽔4
A.Thomas

⽕1-⽕2-⽊1-⽊2
D.Abbott



英語で学ぶEconomics　　＜6V21＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced・ＧＣ科以外
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

⽊2
K.Julian

英語で学ぶMarketing　　　＜6X11＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced・ＧＣ科以外
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

⾦1
K.Julian

英語で学ぶ国際政治　　　＜6X01＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced・ＧＣ科以外
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

⽔1
K.Julian

英語で学ぶ⽇本史　　　＜6V31＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科  以外 対象レベル： Intermediate-Advanced・ＧＣ科以外
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

⽊2
A.Kamei

知っているようで知らない⽇本の近代史を、英語ネイティブの歴史家から学んでみよう。

01．

国交とは何かを国際政治という枠組みでとらえるだけでなく、経済、歴史などが国交にどう影響するのかなどを学びます。

01．

⽇本国内ではなく国際的なマーケティングについて学びます。将来外資系への就職などを考えている⼈にお勧めの授業で
す。

01．

経済の基礎を英語で学びます。お⾦とは？価値とは？株とは？英語で説明できるようになろう。

01．



映画で学ぶ会話表現　　　＜6A91＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽊3 ⽊4 ⾦3
T.Umezawa T.Umezawa A.Fukushima

ゼロからスタートリーディング 　　　＜5J91＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Basic
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

⽉2 ⽕2
K.Kawahara K.Kawahara

英⽂論⽂対策　　　＜4S51＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽉3 ⽕3
T.Yoshioka T.Yoshioka

ビジネス・⾦融／経済の英⽂ライティング　　　＜6T71＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： 定員：30 使⽤教材： プリント

⾦1
T.Kuis

英⽂法・語法講座（中級）　　　＜6V71＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽊2 ⽊3 ⽊4
S.Yamakawa S.Yamakawa S.Yamakawa

本講座は、メーカーや商社などで英語を使う仕事に就きたいと希望する学⽣のための講座で、社会⼈に相応しいしっかりと
した英語⼒を⾝につけることを⽬指す。毎週、授業では様々な企業⽂章の英訳演習を⾏い、英⽂を「⽂法的に正確で、
明確で、簡潔に」書くための⼒を養う。⼯業英検取得、TOEICスコアアップを⽬指す諸君も歓迎する。

01．

02． 03．

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．

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．

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。

01． 02．

この講座では、基本的な英⽂法を確認し、同時に語法の視点から単語の使い⽅を理解し定着させます。⼤学編⼊を⽬
指している学⽣にも役に⽴つ講座です。

01．



英⽂法基礎　　　＜5U41＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽉1 ⽉2
N.Yoshida N.Yoshida

英⽂法初級　　　＜5K71＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽕3 ⽕4
M.Kishine M.Kishine

英⽂法中級　　　＜4572＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：100 使⽤教材： プリント

⽔1
Y.Inaba

ゼロからスタート英⽂法　　　＜4582＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Basic
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

⽊1 ⽊2 ⾦1
K.Kawahara K.Kawahara K.Kawahara

発⾳クリニックA　　　＜4261＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：18 使⽤教材： 教科書

⽕3 ⽕4 ⽔1 ⽔2 ⽔3 ⽔4
Y.Suzuki Y.Suzuki Y.Suzuki Y.Suzuki Y.Suzuki Y.Hirota
⽊4
Y.Hirota

01． 02． 03．

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」と両⽅履修すると更に効果あり。）

01． 02． 03． 04． 05． 06．

07．

この講座では、「前置詞」の⽤法を主に扱います。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．

この講座では、動詞中⼼（時制・助動詞・受動態）を主に扱います。対象は主にＴＯＥＩＣ400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．

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。

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．



発⾳クリニックＢ　　　＜4271＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：18 使⽤教材： プリント

⽉2 ⽉3 ⽉4 ⽕2 ⽕3 ⽊2
Y.Ohgane Y.Ohgane Y.Ohgane Y.Ohgane Y.Ohgane Y.Ohgane
⽊3 ⾦3 ⾦4
Y.Ohgane Y.Suzuki Y.Suzuki

英語の”今”を読む　　　＜5001＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Advanced
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

⾦3 ⾦4
C.Fukushima C.Fukushima

実践通訳講座中級　　＜6A72＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽕2
Y.Miyake

字幕翻訳⼊⾨　　　＜6G91＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

⽊1 ⽊2
I.Akagawa I.Akagawa

TOEICリーディング上級(600以上)　　　＜5R31＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・TOEIC 600以上
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽉3 ⽉4 ⽊3 ⽊4 ⾦3 ⾦5
A.Watanabe A.Watanabe M.Kishine M.Kishine M.Kishine T.Kato

TOEICが現在600点以上の学⽣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・⻑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．

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．

07． 08． 09．

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。

01． 02．

TIME/ News Week/House Keeping/ Readers Digest等の雑誌記事を読みながら、英語圏の⼈を対象にした”
今”の英語を通訳演習訓練の技法のサイトトランスレーションを使って読んでいく。世界のニュース事象や⽇本の情報、⽣
活レベルでの情報がどのように英語で切り取られているのかを学ぶ。毎回単語テストが有り、予習が必要です。

01． 02．

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」と両⽅履修すると更に効果あり。）

01． 02． 03． 04． 05． 06．



TOEIC リーディング中級 4-500　　　＜5R21＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate・TOEIC 400〜595
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

⽉3 ⽉4 ⽊3 ⽊4 ⽔5 ⽊5
K.Toshikawa K.Toshikawa R.Masuda R.Masuda T.Kato T.Kato

TOEICリーディング初級(395以下)　　　＜5R11＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Basic・TOEIC 395以下
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

⽊3 ⽊4
M.Nakano M.Nakano

TOEICリスニング上級(600以上)　　　　　　＜5R61＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・TOEIC 600以上
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽕1 ⽕2 ⽕3 ⽕4
K.Komatsu K.Komatsu K.Komatsu K.Komatsu

TOEIC リスニング中級 4-500点　＜5R51＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate・TOEIC 400〜595
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

⽔1 ⽔2 ⽔3 ⽔4
K.Furukawa K.Furukawa M.Kimura M.Kimura

英検２級対策講座　　　＜5862＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： 教科書

⽕1 ⽕2 ⽕4 ⽊1 ⽊4
S.Ono S.Ono S.Ono S.Ono S.Ono05．

TOEICが現在600点以上の学⽣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．

TOEICが現在395点以下の学⽣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、⻑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．

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。

01．

TOEICが現在400-595点の学⽣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．

TOEICが現在400-595点の学⽣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。

01． 02． 03． 04．

02． 03． 04．



英検準１級対策講座　　　＜5C02＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・英検2級合格者
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： 教科書

⽔1 ⾦1 ⾦4
S.Ono S.Ono S.Ono

基礎から学ぶ児童英語教授法　　　＜5U51＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年児童英語科  以外 対象レベル： -
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： 教材費として1080円を別途徴収します。

⽊3-⽊4 ⾦3-⾦4
R.Sahara E.Yamashita

GC Grammar 上級　　　＜6W81＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Advanced・GＣ科
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕2
Y.Kadota

GC Grammar 中級　　　＜6W91＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Intermediate・GＣ科
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽉4
Y.Kadota

GC Listening 上級　　　＜6U21＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Advanced・GＣ科
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽊4-⾦4
Y.Kadota

主にTOEICパート５の満点を⽬指す授業です。

準１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。英検２級の取得者を対象にします。

01． 02． 03．

02．01．

今の時代、英語のスタートは幼児の頃から。このコースは幼児・児童英語の先⽣になるためではなく、将来⾃分の⼦供に
英語を教えるようになった時にも役⽴つ、基本を学ぶコースです。

経済、⾦融、ITなど様々な業界のニュースなどを聞き、訳す。ビジネス通訳の基礎編。レベルは学科から指定。

01．

01．

主にTOEICパート５のスコアアップを⽬指す授業です。

01．



GC Listening 中級　　　＜6U31＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Intermediate・GＣ科
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽕3-⽔3
Y.Kadota

GC Reading 上級　　　＜6W61＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Advanced・GＣ科
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： 教科書

01．⽉2-⽕3
Y.Miyake

GC Reading 中級　　　＜6W71＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Intermediate・GＣ科
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： 教科書

01．⽉3-⽔2
Y.Miyake

GC 英⽂履歴書　　　＜6U81＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Intermediate-Advanced・GＣ科
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⾦3
Y.Kadota

GC エントリーシート対策　　　＜6U91＞ 1単位
対象学科： ＧＣ科 対象レベル： Intermediate-Advanced・GＣ科
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽕4
K.Seki

主に⻑⽂の多読と精読を通し、TOEICパート7の満点を⽬指す授業です。

経済、⾦融、ITなど様々な業界のニュースなどを聞き、訳す。語彙と⽂法を強化する。レベルは学科から指定。

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。

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をしっかり仕上げます。

主に⻑⽂の多読と精読を通し、TOEICパート7のスコアアップを⽬指す授業です。



TOEFL PBT 対策講座（初級）＜5R81＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

01．⽊1 02．⽊3
N.Hiyoshi N.Hiyoshi

英語で落語を楽しもう！　　　＜6M62＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

01．⽕2 02．⽕3
T.Sudo T.Sudo

英⽂ライティングに役⽴つGoogle検索　　　＜6X91＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced・TOEIC500以上
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： 教科書

01．⽕3 02．⽕4
M.Moriya M.Moriya

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。

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。

英⽂を書く際に辞書を引いても、どの単語を使ったらいいのか、これであっているのかと迷うことがよくあります。そんなときは
Google検索を使います。ウェブ上に広がる知識が巨⼤なデータベースとなりあなた専⽤の辞書にも、またネィティブ・チェッ
カーにもなるのです。授業ではiPadを使って検索し、Correct, Clear, Concise（正確、明解、簡潔）な英⽂が書ける



英語で学ぶフランス語基礎　　　＜5W61＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： フランス語・英語 定員：20 使⽤教材： プリント

⽉2
Y.Burgos

フランス語上級　　　＜6C42＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年AEフランス科 対象レベル： Intermediate-Advanced
使⽤⾔語： フランス語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： 1･2学期教材

⽕2-⽊2
Y.Yamakawa

フランス語⼊⾨　　　＜4P21＞ 1単位
対象学科： AEフランス科  以外 対象レベル： -
使⽤⾔語： フランス語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

⽉2 ⽔2
Y.Yamakawa Y.Burgos

スペイン語検定　　　＜6C92＞ 1単位
対象学科： AEスペイン科  以外 対象レベル：

使⽤⾔語： スペイン語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔2
K.Nitta

スペイン語圏の世界遺産と歴史　　　＜6361＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： スペイン語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽉1
J.Kirk

2年間に渡って学んだフランス語の集⼤成です。

01．

Intermediate・A/Eスペイン語コースを除く全学科　1年⽣2年⽣。ただし
スペイン語の基礎ができており⽇常会話に不⾃由しないこと。

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． 02．

スペイン語技能検定4級（英検準2級相当）以上の取得を⽬指します。
会話ではなく、読み・書き・⽂法に重点を置きます。

スペインと中南⽶の世界遺産を紹介し、その歴史・特徴を説明します。スペイン語圏の世界遺産は⾮常に多いので、紹介
できる場所は多数です。世界遺産検定に興味ある学⽣も勿論⼤歓迎です。

This courseʼs goal is to provide a first contact with the language for those students with no
previous knowledge. English will be used as a tool to progress so English speakers are
encouraged to join this class.

01．



スペイン語上級　　　＜6C82＞ 1単位
対象学科： 2年AEスペイン科 対象レベル： Intermediate-Advanced
使⽤⾔語： スペイン語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽕1 02．⽕2 03．⽊1
H.Miyagi H.Miyagi H.Miyagi

スペイン語でサッカーを観戦しよう！　　　＜6381＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： スペイン語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔1 02．⾦2
J.Kirk J.Kirk

スペイン語⼊⾨　　　＜4C82＞ 1単位
対象学科： AEスペイン科  以外 対象レベル： 初めてスペイン語を学ぶ学⽣
使⽤⾔語： スペイン語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔2 02．⾦1 03．⽉3 04．⽉4 05．⽉1 06．⽉2
J.Kirk J.Kirk H.Hagihara H.Hagihara M.Ibanez M.Ibanez

07．⽊1 08．⽊2
M.Ibanez M.Ibanez

ネイティブのためのスペイン語会話　　　＜6351＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル：

使⽤⾔語： スペイン語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽊2
H.Miyagi

ビジネススペイン語　　　＜6341＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル：

使⽤⾔語： スペイン語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽕1 02．⽕2
H.Hagihara H.Hagihara

報告書、メールなど、ビジネスで実践的に使えるスペイン語を学びます。

スペイン語を⺟語とする学⽣、家族にスペイン語を⺟語とする⼈がいるなど、⽇常的にスペイン語を使っている学⽣のための
授業です。

Intermediate・全学科1、2年⽣。ただし、中級レベル以上のス
ペイン語⼒があること

Intermediate-Advanced・スペイン語を⺟語とする学⽣、家族にスペイ
ン語を⺟語とする⼈がいるなど、⽇常的にスペイン語を使っている学⽣

⻄語圏の蹴球⽂化・歴史を紹介しながら、サッカーで使われる⽤語とサッカーについての会話し⽅を学習し、最後に皆が⾃
分達の理想の球団を作ります！

2年間にわたって学んだスペイン語の集⼤成です。

スペイン語を初めて学ぶ学⽣が対象です。簡単な初歩の会話ができるようになることが⽬標です。



スペイン語の姉妹語を体験しよう！　　　＜6371＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： スペイン語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽉2
J.Kirk

エンターテイメント中国語　　　＜6L31＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： 中国語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽊2 02．⾦2 03．⾦4
W.You W.You W.You

サバイバル中国語１　　　＜6T81＞ 1単位
対象学科： AE中国科  以外 対象レベル： 中国語を初めて学ぶ学⽣(中国語⺟語話者はNG）
使⽤⾔語： 中国語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

01．⽉1
Y.Kuis

サバイバル中国語２　　　＜6T91＞ 1単位
対象学科： AE中国科  以外 対象レベル： 1年程度の中国語学習者(中国語⺟語話者はNG）
使⽤⾔語： 中国語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

01．⽉2
Y.Kuis

接客で使える中国語　　　＜6L41＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル：

使⽤⾔語： 中国語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽉1 02．⾦2
T.Tao T.Tao

Basic・全学科全学科、ただし中国語を修学した経験のある初級
レベル以上の学⽣

中国経済の成⻑を背景に、21世紀の⽇本⼈に必要となる外国語は、英語の他に中国語だという⾒⽅が優勢です。　そ
の上、円安で中国からの訪⽇が増加する中、空港・ホテル・観光地などで、接客に使える中国語が必要になっています。
中国語を使って仕事をすることに、興味のある学⽣にお勧めします。

中国語を１年程度学習している学習者を対象としたクラスで、空港・ホテル・ショッピング・レストラン・観光地などで使える
表現を学習します。その他に、想定外のトラブルに対処する表現も学習します。

初めて中国を学ぶ⼈を対象に、空港・ホテル・ショッピング・レストラン・観光地などで使える表現を学習します。その他に、想
定外のトラブルに対処する表現も学習します。

中国の映画、ニュース、⾳楽に触れながら、⽇常使われる⾃然な中国語の表現や、中国の⽂化を学んでいきます。中国
語は勉強したことがないけれど、興味があるという学⽣にもお勧めの授業です。

スペイン語と同じく、ラテン語から⽣まれ出した姉妹語（ポルトガル語・イタリア語・フランス語等）を紹介し、スペイン語との
関係を分析、関連性・学習のし⽅・基礎知識（表現・語彙）を簡単に説明します。



中国語⼊⾨　　　＜4841＞ 1単位
対象学科： AE中国科  以外 対象レベル： 初めて中国語を勉強する学⽣
使⽤⾔語： 中国語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔2 02．⾦1 03．⽉1 04．⽔1 05．⾦2
T.Tao T.Tao N.Kaneko N.Kaneko X.Jin

中国⽂化　　　＜4961＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： 中国語を少しでも学んでいることが望ましい。ただし、未習でも可
使⽤⾔語： 中国語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔2
N.Kaneko

旅⾏で使える中国語会話　＜4301＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： 中国語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽕2 02．⽔3
X.Jin X.Jin

韓国語検定講座　上級　　　＜6T11＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced・初級以上の韓国語⼒保有者
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

⾦2
C.Park

韓国語検定講座　初級　　　＜6T01＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： ハングルの読み書きできる必須
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽊2
C.Park

ハングル能⼒検定準２級以上、TOPIK３級以上を⽬指します。
初級レベル以上の韓国語修得者が対象です。

01．

隣国でも、意外と知らない中国をお伝えします。⾔語と⽂化は密接な関わりがあります。両⽅を学んで、理解を深めていき
ましょう。

空港、ホテル、観光地など。旅⾏ですぐに使える中国語を楽しく学びます。

中国語を全く初めてという学⽣のみを対象としています。

ハングル能⼒検定３級、TOPIK２級取得を⽬標とします。
ハングルの読み書きができる⽅が対象です。

01．



TOPIK初級対策　　　＜6X61＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate・ハングルの読み書きできる必須
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

01．⽊2
M.Choi

TOPIK中級以上対策　　　＜6X71＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate-Advanced・初級以上の韓国語⼒保有者
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

01．⾦1
M.Choi

韓国語初級　　　＜4D32＞ 1単位
対象学科： AE韓国科  以外 対象レベル： Basic・既習者
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

⽉2 ⽕2 ⽉1 ⽊1
S.Im S.Im G.Kim G.Kim

韓国⽂化（韓国語）　　　＜4201＞ 1単位
対象学科： AE韓国科 対象レベル： Intermediate
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

⽔2
J.Lee

仕事場の韓国語　　　＜6T21＞ 1単位
対象学科： 2年AE韓国科 対象レベル： Intermediate-Advanced
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：10 使⽤教材： プリント

01．⽉2 02．⽔2
S.Jeong S.Jeong

韓国⽂化を韓国語で学びます。韓国を⽂化的背景から学びたい⽅にはお勧めします。

01．

仕事で必要な実践的な韓国語を実際の場⾯を想定して会話形式で練習します。
空港、免税店、ホテルでのやりとりを主に取り上げます。

TOPIKⅡ(3〜6級)取得を⽬的としています。
TOPIKⅠレベル以上の⽅を対象とし、⾼級の取得を⽬指します。
韓国留学を考えている⽅はぜひ受講をお勧めします。

既に韓国語を習ったことのある学⽣が対象のクラスです。
ハングルの読み書きができることが必須条件です。

01． 02． 03． 04．

TOPIKⅠの合格(1〜2級)取得を⽬的としています。
ハングルの読み書きが出来るのが前提です。簡単な⽂法が分かる⽅が対象です。



⼩論⽂の書き⽅　　　＜6T51＞ 1単位
対象学科： AE韓国科 対象レベル： -
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：10 使⽤教材： プリント

01．⽕2
J.Lee

初⼼者のための韓国語　　　＜5S31＞ 1単位
対象学科： AE韓国科  以外 対象レベル： 韓国語初⼼者
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

01．⽉1 02．⽕1 03．⽉1 04．⽔1
S.Im S.Im S.Jeong S.Jeong

翻通訳演習　　　＜6T61＞ 1単位
対象学科： AE韓国科 対象レベル： -
使⽤⾔語： 韓国語・⽇本語 定員：10 使⽤教材： プリント

01．⾦1
C.Park

インドネシア語上級　　　＜6V51＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年AEｲﾝﾄﾞﾈｼｱ科  必修 対象レベル： -
使⽤⾔語： ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語・⽇本語 定員：10 使⽤教材： プリント

01．⽊1-⽊2
R.Pujaningsih

インドネシア語⼊⾨　　　＜6001＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽊3 02．⽉4 03. ⾦3 04. ⽕1 05. ⽕2
S.Sri I.Miyashita R.Pujaningsih I.Miyashita I.Miyashita

インドネシア語は全く初めてという学⽣を対象にし、簡単なコミュニケーションが取れるようにします。

インドネシア語基礎を学習した学⽣を対象に、さらに上級レベルのインドネシア語を学びます。インドネシア語コース2年⽣必
修科⽬です。

韓⽇翻訳をメインに、ニュースやドラマ、映画の翻訳をしてみましょう！
場⾯に依ってどのような表現になるのか。翻訳の⾯⽩さが分かる講座です。

韓国語は全く初めてという学⽣が対象です。１から学びたい⼈はここから始めてください。
ハングルの読み書きや初歩的なコミュニケーションを学びます。

どのような進路であれ社会⽣活で⽋かせないのが作⽂です。
⼩論⽂、ビジネス⽂書、報告書、レビュー、レポート等⾔語を問わず、書くことに恐れないように指導します。　書くことに苦
⼿意識がある⼈は是⾮この機会に払拭しましょう!



インドネシア事情研究　　　＜5S71＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽊4
K.Funada

インドネシア舞踊⾳楽　　　＜6V42＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⾦1 02．⾦2
S.Sri S.Sri

国際関係の基礎知識　　　＜5T61＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔4
E.Shimizu

ベトナム語⼊⾨　　　＜4D61＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -

使⽤⾔語： ベトナム語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔3 02．⽕3
E.Shimizu H.Nguyen

タイ語⼊⾨　　　＜4D81＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： タイ語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽊3 02．⽔4 03．⽔3 04. ⽕2
P.Suzuki T.Sanguansri T.Sanguansri S.Fukutomi

インドネシア経済の現状と今後の展望、そして成⻑が期待される産業、労働事情などについてご紹介します。

インドネシアの伝統⾳楽に合わせて、⾝体を使って喜怒哀楽を表現する芸能について理解を深めます。

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

ベトナム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。

世界の時事ニュースを⾃分なりに捉え、基礎的な理論紹介や歴史・時事ニュース紹介し学びを深めていきます。



タイ語上級　　　＜6V61＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 2年AEタイ科  必修 対象レベル： -
使⽤⾔語： タイ語・⽇本語 定員：10 使⽤教材： プリント

01．⽊1-⽊2
P.Suzuki

タイ⽂化研究　　　＜5S51＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： タイ語・⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽕3 02．⽉2 03. ⽕4
T.Sanguansri S.Fukutomi T.Sanguansri

東南アジアの⼩説を読む　　　＜6N21＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽉3
S.Fukutomi

ドイツ語⼊⾨　　　＜4891＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽕4
Y.Goto

タイ語基礎を学習した学⽣を対象に、さらに上級レベルのタイ語を学びます。タイ語コース2年⽣必修科⽬です。

政治，経済，⽂化交流。勢いのある東南アジア。その中でも東南アジア諸国の先頭を⾛るタイの魅⼒をお伝えします。

東南アジア（タイ、ベトナム他）の現代⽂学作品に触れます。※⽇本語訳アリ。

ドイツ語の基礎を学び、あわせて現在のドイツの姿を理解するために必要な⽂化や歴史を学ぶ。ドイツ語習得⽬標として
は、旅⾏レベル。１９９０年の東⻄ドイツ統⼀時にドイツに在住していた経験も踏まえ、リアルなドイツを紹介する。その
際、映像も多⽤する。



経済学は何を明らかにしてきたか　　　＜6W11＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽉1 02．⽉2
T.Nakajima T.Nakajima

仕事を始めた時に書かなければいけない英⽂　　　＜5U11＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽕2 02．⽔1 03．⽔3
H.Tachibana H.Tachibana H.Tachibana

商業学　　　＜6W21＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽊3 02．⽉4 03．⾦4
K.Nagao K.Nagao K.Nagao

ドラッカー『マネジメント』⼊⾨　　　＜6W01＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

01．⽊1 02．⽊2
T.Nakajima T.Nakajima

基礎から学べる経済原論　　　＜4M01＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル：
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽉3 02. ⽊2 03. ⾦3
K.Nagao K.Nagao K.Nagao

ドラッカーの『マネジメント』を⼀緒に読んでいきます。⼈と⼈とが会社で共に働き、成果をあげるにはどんな⼯夫が必要か書
かれています。経営学に関⼼のある⼈、起業を志す⼈にお薦めします。また、「何のために働くのかわからない」「会社で働
くってどういうこと？」と悩む⼈には考えるヒントが⾒つかるかもしれません。

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。

⼊社後、ビジネスの現場で問われる英語⼒とは・・・実際のビジネスシーンで求められる英⽂メールの書き⽅を学んでいきま
す。

本講義は、⽣産者から消費者に⾄る物資の流通活動をもって商業とする狭義の概念にたつ商業学を学ぶことにする。広
義における⾦融、保険、証券などの第三次産業は対象に含まれない。

ピケティの「21世紀の資本」が話題になりました。そこでは、新⾃由主義政策のもとで経済格差が拡⼤していることが統計
的に明らかにされています。経済学500年の歴史の中で、さまざまな経済思想は、こうした問題をどう理解し、どう対処して
きたのでしょう。やや難解なテキストですが、購読しながら⼀緒に考えてみましょう。



⽇商簿記2級⼯簿〈個別原価計算〉　　　＜6W41＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル：

使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽉4
H.Sato

⽇商簿記2級⼯簿〈総合原価計算〉　　　＜6S21＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽉1
H.Sato

⽇商簿記2級⼯簿〈標準原価と直接原価〉　　　＜6S31＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽕4
H.Sato

まだ間に合う全経簿記4級　　　＜6S11＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⾦4
H.Sato

ビジネスイノベーション　　　＜5N61＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： 教科書

01．⽔2
M.Ikeda

⼯簿が初めての⽅もOKです。標準・直接原価計算、CVP分析は企業の業績管理や経営計画、利益計画などの策定に
不可⽋で、ビジネススキルとして極めて重要です。
（⽇商簿記2級⼯簿（総合原価計算）のクラスと並⾏受講可です）

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。

ビジネススキルとして重要な簿記の基礎知識（⼊⾨編）を学習します。検定試験合格が⽬標です。短期合格を果たして
「努⼒と成果」を実績でアピールしましょう。

⽇商簿記3級合格者またはそれと同等の知識を有する（基本的な仕訳・
転記ができる）者

⽇商簿記検定2級合格のためには、⼯業簿記で満点（40点）をとるのが⼀番の近道です。個別原価計算は、個別に
注⽂を受けて製品をオーダーメイド⽣産する企業が採⽤する原価計算の⽅法で、原価計算の基本です。本年度は総合
原価計算、標準・直接原価計算も開講しますので、⽇商簿記2級合格を⽬指して頑張りましょう。

⼯簿が初めての⽅もOKです。短時間で⾼得点が期待できる⼯簿の克服が⽇商2級合格への近道。総合原価計算は重
要論点の１つ。パターンを押さえて理解しておけば、確実に得点がアップします。



ホスピタリティビジネス⼊⾨　　　＜4W81＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

01．⽉1 02．⽉2
Y.Suzuki Y.Suzuki

マネジメント演習　　　＜6S81＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽉2 02．⽉4 03．⽉3
Y.Morinaka Y.Morinaka Y.Morinaka

総合旅⾏業務対策講座 (業法）　　　＜5I71＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 1年観光科のみ 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：40 使⽤教材： 1･2学期教材

01．⽉3-⽉4
H.Koyama

総合旅⾏業務対策講座 (実務）　　　＜5I91＞ 2単位（週2コマ）
対象学科： 1年観光科のみ 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：40 使⽤教材： 1･2学期教材

01．⽔3-⽔4
K.Sekiguchi

総合旅⾏業務対策講座 (約款）　　　＜5I81＞ 1単位
対象学科： 1年観光科のみ 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：40 使⽤教材： 1･2学期教材

01．⽕3 02．⽕4
H.Koyama H.Koyama

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。

現代のように激変する企業環境において、企業は今までどおりのことだけを⾏っていては維持・成⻑することができない状況
となっています。そこで、本演習では、実際の企業は、⽣き残りをかけてどのようにマネジメントを⾏い、どのようなイノベーショ
ン（⾰新）を⾏っているかについて、実際の企業の事例をみながら、受講⽣の皆さんに⾃由にディスカッションをしてもらいな

2017年9⽉の国内旅⾏業務取扱管理者資格への再挑戦と10⽉の総合旅⾏業務取扱管理者資格への挑戦です。

2017年9⽉の国内旅⾏業務取扱管理者資格への再挑戦と10⽉の総合旅⾏業務取扱管理者資格への挑戦です。

2017年9⽉の国内旅⾏業務取扱管理者資格への再挑戦と10⽉の総合旅⾏業務取扱管理者資格への挑戦です。



海外添乗員資格取得講座　　　＜6X31＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント  研修費別途徴収（約16万円）

01．⽔3
Y.Sakazaki

国内添乗員資格取得講座　　　＜6X41＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔3 02．⽔4
C.Inoue C.Inoue

国内地理検定　　　＜5G52＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽉1 02．⽉2
H.Katsura H.Katsura

国際観光マーケティング　　　＜6X21＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -

使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：21 使⽤教材： プリント 研修費別途徴収（約28万円）

01．⽊5
Y.Sakazaki

ヨーロッパトラベル講座　　　＜6491＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽊3 02．⽊4
R.Koizumi R.Koizumi

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の各地⽅について温泉、歴史、観光名所について学習し、国内
観光地理検定3級合格に必要な実⼒を⾝に付けます。

国内添乗員を⽬指す⼈向けの講座です。国内添乗業務や国内観光資源について学びます。希望者は、別途費⽤に
て、添乗協会教官の元、添乗員研修（⽇帰りバスツアー）の実務研修を受け、「国内旅程管理者（国内添乗員）」
の資格取得も可能です。研修時期：3学期期間中の⼟⽇、研修先：静岡、⼭梨⽅⾯、研修費⽤：約2.5万円　※
⽇程 ⾦額 変更あり

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、実際にツアーを
作成します。

⼤⼿旅⾏会社近畿⽇本ツーリスト現役社員の指導の元、海外添乗の基礎知識と海外添乗員に必要な、「総合旅程管
理者」の資格取得講座です。海外研修が必修となります。
研修時期：2017年3⽉8⽇（⽔）発3泊4⽇、研修先：台湾、研修元：近畿⽇本ツーリスト、研修費⽤：約16万
円　※⽇程、⾦額の変更あり。

国際基準のマーケティング感覚を養います。情報収集⼒とコミュニケーション⼒、チームワーク⼒を⾝に付けます。海外研修
が必修となります。研修時期：2017年3⽉5⽇（⽇）発11泊13⽇、研修国：ベトナム（ダナン、ホーチミン）の2都
市、研修内容：⼤⼿旅⾏社の指導の元、『観光開発とマーケティング』、『街歩きMapの作成』、研修費⽤：約28万円
※参加⼈数により、⾦額の変更有り。



和のたしなみ 基本のき　　　＜5T82＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語・英語 定員：10 使⽤教材： プリント

01．⽕2 02．⽕3
A.Furuya A.Furuya

ホテル業界⼊⾨　　　＜6441＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽕2 02．⽊4
S.Nagahashi S.Nagahashi

ホテルビジネス・基礎知識基本業務編　　　＜5T51＞ 1単位
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 使⽤教材： 教科書

01．⽕1
S.Nagahashi

ホテルビジネス検定1級対策講座　　　＜5Y61＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

01．⽊3
S.Nagahashi

ウェディングをプランニングしよう　　　＜5Y81＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔2
J.Kawada

ホテル科⼜は「ホテルビジネス・基礎知識＆基本業務編」を受講している（同時受講可）学⽣が対象です。ホテルビジネ
ス検定・ペーシックレベル1級の合格を⽬指す講座です。ホテルのマーケティング部⾨および管理部⾨について学びます。将
来的にマネジメントを⽬指したい⽅におすすめです。（ホテルビジネス検定2級の範囲の学習はこの講座では⾏ないませ

ホテル業界について基礎的な知識、考え⽅を学びます。就職先として考えている、興味を持っている⽅向けの講座内容で
す。ホテル業界の実情・特性、将来性、求められる⼈財像、職種と仕事内容、キャリアデベロップメント等を広く紹介しま
す。

「テーマウエディング」という⾔葉を聞いたことはありますか？？列席者の⼼に残るパーティを作るにはどうしたら良いでしょう
か？？具体的に結婚式を⾏う会場から、会場の装飾、ウエディングケーキのデザイン、そして進⾏などまでをブライダルプラン
ナーになって組み⽴てていきます。そのコーディネートの考え⽅などを学 び、その学びの中でブライダルの基礎知識も⾝につけ

ホテルビジネス実務の基本として、基礎知識全般と重要なオペレーション部⾨である宿泊・料飲（レストラン・宴会・調
理）の基本知識と業務内容を学びます。ホテルビジネス検定・ベーシックレベル2級の受験・合格対策の学習内容・範囲
となります。

折り紙、茶の湯、浴⾐の着付け、⾵呂敷の活⽤など、これから世界で活躍する⽇本⼈が⼼得ておきたい事項を少⼈数で
体験できる授業です。現役通訳ガイドによる、⽇英バイリンガルの講義です。



映画から学ぶ海外ウェディング　　　＜5Y71＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔1
J.Kawada

オフィス実務　　　＜5Y51＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：18 使⽤教材： プリント

01．⽔3 02．⽔4
T.Tazaki T.Tazaki

接客英会話（上級）　　　＜6L91＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Advanced・TOEIC600以上
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：16 使⽤教材： プリント

01．⽉2
N.Naito

接客英会話（中級）　　　＜6L81＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Intermediate・TOEIC400以上〜600未満
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：16 使⽤教材： プリント

01．⽉3
N.Naito

接客英会話（初級）　　　＜5Y31＞ 1単位
対象学科： ― 対象レベル： Basic・TOEIC400未満
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：16 使⽤教材： プリント

01．⽉4
N.Naito

就職活動の⾯接試験で⼤切な第⼀印象・笑顔・⽴居振舞いは、オフィスにおいても重要な要素です。それらを基に、ビジ
ネスに適した表現（敬語等）を駆使し、好感度の⾼い来客応対（お出迎え、ご案内、呈茶、お⾒送り）、電話応対、
ホウ・レン・ソウ（報・連・相）の仕⽅、上司のスケジュール管理等、ロールプレイをメインに⾏い習得します。

⽇本を訪れる外国⼈観光客が今後ますます増えるなか、接客英語を話せる⼈材が多く求められています。本講座では、
「⽇常英語」と「接客英語」の違いを検証しながら、仕事で使う場⾯を想定した実践的な接客英語を学習します。

「マンマ・ミーア」「セックス＆シティ」などハリウッドの映画をみていると意外と出てくる結婚式のシーン、何気なく⾒ているその
シーンの 中には宗教やその国の歴史などが垣間⾒えてきます。具体的に映画を⾒ながら、結婚式やパーティの常識やアイ
デアとなるエッセンスを拾い出し、知っておくべきブライダルの基礎知識を⾝につけ ます。

⽇本を訪れる外国⼈観光客が今後ますます増える中、様々な場⾯で丁寧な英語を使う機会も増えてきます。「⽇常英
語」と「接客英語」には⼤きな違いがあります。本講座では、すぐに役⽴つ接客英語の基礎を学習します。

⽇本を訪れる外国⼈観光客がますます増えるなか、接客英語を話せる⼈材が多く求められています。英会話⼒はあるもの
の、接客にふさわしい丁寧な英語を話せる⼈は意外に少ないかもしれません。本講座では、様々な場⾯における丁寧な英
語表現に触れ、すぐに現場で役に⽴つ即戦⼒を⾝に付けます。



⽇本語ワープロ検定１級　　　＜6242＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：15 使⽤教材： プリント

01．⽊4
E.Arakawa

⽇本語ワープロ検定２級　　　＜6251＞ １単位
対象学科： 1年⽣優先 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：- 使⽤教材： プリント

01．⽉3 02．⽕2 03．⽔2 04．⽔4 05．⾦4
T.Hanashima K.Yagi E.Arakawa K.Yagi E.Arakawa

⽇本語ワープロ検定３級　　　＜5D11＞ １単位
対象学科： 1年⽣優先 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：- 使⽤教材： プリント

01．⽉2 02．⽕3 03．⽕4 04．⽔3 05．⽔4 06．⽊3
K.Yagi N.Fujita M.Fujimoto T.Hanashima E.Arakawa T.Hanashima

07．⾦2
E.Arakawa

表計算ＥＸＣＥＬ検定２級　　　＜6222＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：25 使⽤教材： プリント

01．⽊3
A.Chiba

表計算ＥＸＣＥＬ検定３級　　　＜6231＞ １単位
対象学科： 1年⽣優先 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：- 使⽤教材： プリント

01．⽉2 02．⽉4 03．⽕1 04．⽔2 05．⽔3 06．⽊2
A.Chiba H.Fujiya H.Fujiya A.Chiba M.Fujimoto T.Hanashima

07．⾦2 08．⾦3
K.Yagi N.Fujita

⽬標は⽇本語ワープロ検定１級合格。レベルは⾮常に⾼く、授業時間以外に週２〜３時間の⾃習が必要ですが、合
格すれば、全国でも数少ない合格者の⼀⼈になれます。検定試験（受験料は別途必要）に合格すれば、受講単位の
ほかに、選択科⽬分単位として４単位認定されます。（別途、資格試験合格単位認定期間に申請が必要）受講対
象：⽇本語ワープロ検定２級合格者

⽬標は⽇本語ワープロ検定２級合格。ＢＳＴで学んだWordのレベルよりは⾼く、受講者は１０分間に５００⽂字以
上の⼊⼒可能な⽅が望ましい。就職希望者は、社会⼈として取得しておきたいレベル。検定試験（受験料は別途必
要）に合格すれば、受講単位のほかに、選択科⽬分単位として2単位認定されます。（別途、資格試験合格単位認定
期間に申請が必要）

⽬標は⽇本語ワープロ検定３級合格。レベルもさほど⾼くなく、ＢＳＴで学んだWordと同等のレベルです。⽇本語ワープ
ロ検定２級へのステップアップとしてチャレンジしてみましょう。検定試験（受験料は別途必要）に合格すれば、受講単位
のほかに、選択科⽬分単位として１単位認定されます。（別途、資格試験合格単位認定期間に申請が必要）

⽬標は表計算Excel３級合格。ＢＳＴで学んだExcelと同等のレベルです、社会⼈として最低限必要なExcelのスキル
を学べます。検定試験（受験料は別途必要）に合格すれば、受講単位のほかに、選択科⽬分単位として1単位認定さ
れます。（別途、資格試験合格単位認定期間に申請が必要）

⽬標は表計算Excel２級合格。レベルは⾮常に⾼く、授業時間以外に週２〜３時間の⾃習が必要です。しかし、就職
後、即戦⼒になるスキルを学べる他、検定試験（受験料は別途必要）に合格すれば、受講単位のほかに、選択科⽬
分単位として２単位認定されます。（別途、資格試験合格単位認定期間に申請が必要）受講対象：表計算３級合



EXCEL MOS　　　＜6N01＞ １単位
対象学科： 1年⽣優先 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：- 使⽤教材： 教科書

01．⽉3 02．⽕2 03．⽕3 04．⽕4 05．⽊4 06．⾦1
F.Makino F.Makino C.Iwata F.Makino C.Iwata C.Iwata

WORD MOS　　　＜6N02＞ １単位
対象学科： 1年⽣優先 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：- 使⽤教材： 教科書

01．⽉1 02．⽉4 03．⽊2 04．⾦3
F.Makino K.Yagi C.Iwata C.Iwata

ソーシャル・メディア学習　　　＜6K91＞ １単位
対象学科： 1年⽣優先 対象レベル： -
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽕4 02．⾦2
A.Thomas A.Thomas

パソコンで学ぶ英語ビジネス⽂書　　　＜4K11＞ １単位
対象学科： 1年⽣優先 対象レベル： -
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⾦3
A.Thomas

パブリッシャーでデザイン　　　＜5B01＞ １単位
対象学科： 1年⽣優先 対象レベル： -
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽕3
A.Thomas

Goal: to explore how companies are using social media to promote their businesses. The course
will have students blogging each week as well as researching which social media companies are
using, how they are using it and what their goals are. In addition, students will also make some

Much of todayʼs business correspondence is conducted in English. But, what is the correct way
to create these documents? In this class, you will start our own coffee company and create all
the necessary documents to conduct day-to-day operations. You will use a number of programs
from the Microsoft Office Suite including Word and Excel.

Designing today is so very easy. Desktop publishing programs are amazingly simple to use. In
this class, you will design a range of things from T-shirts and CD cases to your very own room
using Microsoft Publisher.

「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。検定試験に合格すれば、受
講単位のほかに、選択科⽬分単位として２単位認定されます。（別途、資格試験合格単位認定期間に申請が必要）
備考：講座外で受験

「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。検定試験に合格すれば、受
講単位のほかに、選択科⽬分単位として２単位認定されます。（別途、資格試験合格単位認定期間に申請が必要）
備考：講座外で受験



就職総合対策講座　　　＜5191＞ ※就職希望者限定・必須 １単位
対象学科： 1年 対象レベル： 就職希望者限定・必須
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：75 使⽤教材： キャリアハンドブック2017

01．⽕2 02．⽕3 03．⽔2 04．⽔3 05．⾦2 06．⾦3
T.Ozawa T.Ozawa T.Ozawa T.Ozawa T.Ozawa T.Ozawa

⾯接によく出る質問への対策　　　＜5U01＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽔2 02．⽔4 03．⽊4
H.Tachibana H.Tachibana H.Tachibana

SPI3⾮⾔語対策直前講座（中級レベル）　　　＜6W51＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽉2
H.Sato

SPI⾔語⾮⾔語直前講座　　　＜6W31＞ １単位
対象学科： 1年 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽕1 02．⽊1
K.Nagao K.Nagao

⾃⼰発⾒プロジェクト　　　＜6S41＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽊2 02．⽊3
M.Nakajima M.Nakajima

就職希望者は都合の良い⼀コマを選択履修下さい。学院が実施する就職活動の⼟台となる重要科⽬です。授業は、遅
刻厳禁、スーツ着⽤で実施します。注）すべてのコマが他の必修科⽬と重複した場合のみ、⽔-５限の履修を認めます。
この場合の履修登録⽅法は、別途連絡します。

就職活動における⾯接をいかに突破するか、⾯接で問われる質問事項を確認しながら、⾯接⼒の向上を⽬指します。

1年次のBPで学習したSPI（⾮⾔語問題）の延⻑戦です。速度算や順列組合せ、推論（推理）、資料の読み取りな
ど、企業の採⽤試験での出題確率の⾼い問題について､難易度がやや⾼めの問題を解いていきます。SPIは苦⼿だけれ
ど、頑張ってみようという意欲のある⽅の参加をお待ちしています。

本講義では、SPIの⾔語と⾮⾔語の問題を演習する。⾮⾔語においては特に必要な単元をおさえ、⾔語においては⼆語
関係や空所補充、⽂章整序などの問題に触れることにする。

「⾃分らしく⽣きる」ことは⼤切です。でも「⾃分らしさ」って何だろう…？この答えは⾃分で発⾒するしかありません。本講座
は、さまざまなエクササイズとグループワークを通じて、「⾃分らしさ」を考える機会を提供します。ゲーム感覚でエクササイズに
参加し、是⾮、「⾃分らしさ」を発⾒してください。



直前SPI（⾮⾔語）総仕上げ　　　＜6S51＞ １単位
対象学科： 1年 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽊1
M.Nakajima

もう⼀度、基礎から復習し、理解が不⼗分な点を補完することを⽬標にします。来たるべき就職試験本番に備えて、実践
問題をやりながらさらなる実⼒アップをはかります。1・2学期の学習でまだ不安を感じている⼈は、最後の機会を有効に活
⽤してください。



⼀般教養と社会時事　　　＜6R91＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽕2 02．⾦3 03．⽕3
H.Sato H.Sato H.Sato

海外に発信された⽇本⼈像／『茶の本』　　　＜6V91＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

01．⽔3 02．⽔4
T.Nakajima T.Nakajima

海外に発信された⽇本⼈像／『武⼠道』　　　＜6V81＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 教科書

01．⽕1 02．⽕4 03．⽕2
T.Nakajima T.Nakajima T.Nakajima

書道　⼩筆⼊⾨　　　＜6S61＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： 　　※教材費として別途1000円ほど徴収します

01．⾦3 02．⾦4
M.Nakajima M.Nakajima

ＮＹ海外実習事前指導　　　＜5S01＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： ＮＹ海外実習申込み者のみ
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⾦5
N.Nishi

「武⼠道」は、新渡⼾稲造が英語で出版し、当時のセオドア・ルーズベルト⼤統領に影響を与えたと⾔われる本です。⽇本
に関⼼を持つ外国⼈に今なお読み継がれています。グルーバルな舞台で活躍したいと考える⼈の教養として、是⾮⼀度は
読んでおきたいものです。英語の原⽂を参照しつつお⾒に⽇本語翻訳⽂を購読します。

⼩筆を使って芳名帳に署名したり⼿紙を書いたりできたらいいと思いませんか。本講座は、⽇本の伝統⽂化である仮名⽂
字を中⼼に、⼩筆を⾃在に使いこなすことを⽬標とします。⼿紙、年賀状等の実⽤的表現から、百⼈⼀⾸等の変体仮名
による芸術的表現まで学習します。未経験の⽅は、市販の筆ペンを⽤意するだけで、それ以外の準備は不要です。この機
会に⾃分の特技の幅を広げてください。

ＮＹで⾏われるボランティア研修を有意義なものにするため、出発前に必要な情報を得て、実習に必要な⽇本⽂化を紹
介する準備をします。模擬練習を重ね、批評会等でお互いに協⼒しながら実習に備えます。

新安保法案、憲法改正、普天間基地移設、TPP、財政⾚字、マイナンバー、原発再稼働、⽇中・⽇韓関係など、私た
ちの⽣活に直結するニュースについてみんなで⼀緒に考えていきましょう。

『茶の本』は、岡倉天⼼が欧⽶の読者に向けて英語で執筆した⽇本⽂化論です。茶に凝縮された伝統的⽇本⽂化の精
神について述べています。⽇本⽂化に関⼼をもつ外国⼈に今なお読み継がれています。グローバルな舞台で活躍する⼈の
教養として、是⾮⼀度は読んでおきたいものです。主に⽇本語翻訳を購読します。



ホームパーティ－をデザインしよう　　　＜5G11＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： 全学科 全学年
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：10 使⽤教材： プリント

01．⽔2 02．⽔3 03．⽊2 04．⽊3
K.Aoki K.Aoki K.Aoki K.Aoki

印象⼒アップ講座　　　＜6561＞ １単位
対象学科： 1年⽣ 対象レベル：
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：16 使⽤教材： プリント

01．⽕1 02．⽕2 03．⽔1 04．⽔2
N.Naito N.Naito N.Naito N.Naito

⼼理学で⾃分探し　　　＜5F82＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：25 使⽤教材： プリント

01．⽊2
M.Ono

教材費 \2,000 (初⽇に徴収します）グローバル社会での交流を深めるため、もっと気軽にホームパーティーをデザインし
てみませんか？カジュアルなものからフォーマルなホームパーティーのマナーや、様々な国々の⾷⽂化の知識を広げ、彩ある
楽しい⽣活を送れますよう、HOW TOを学んでいきましょう。

皆さんは⾃分の「第⼀印象」がどうなのか、知っていますか？他⼈から⾒た⾃分の印象が良いか悪いかを認識することによ
り、⾃分の⼈⽣も変えて⾏くことができます。この講座では、第⼀印象をアップし、笑顔に磨きをかけるコツを学びます。真剣
に取り組みたい⼈だけお待ちしています！

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。



神⽥外語⼤学⼩論⽂対策　　　＜4V11＞ １単位
対象学科： ⼤学編⼊KUIS科  以外 対象レベル： 英語専攻科⼤学編⼊専攻（KUIS)以外
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽉3 02．⽕3
K.Yamamura K.Yamamura

神⽥外語⼤学編⼊⾯接対策(英語）　　　＜4V31＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： 英語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⽉3 02．⽉4 03．⽕3 04．⽊3
E.Winter E.Winter S.Bennett S.Bennett

他⼤学編⼊⼩論⽂対策講座　　　＜4V41＞ １単位
対象学科： ⼤学編⼊他⼤科  以外 対象レベル： 英語専攻科⼤学編⼊専攻（他⼤学)以外
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽊3 02．⽊4
N.Homma N.Homma

英語学⼊⾨　　　＜4W21＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽕1 02．⽕2
A.Sakamoto A.Sakamoto

第⼆⾔語習得法　　　＜4W41＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⾦1 02．⾦2
A.Sakamoto A.Sakamoto

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、英語⾯接の準備を⾏います。

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。

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。

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、⼩論⽂の試験対策を実施します。

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。



ヨーロッパ⽂化研究⼊⾨　　　＜4T81＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： 英語・⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⽕2 02．⽊1
H.Yamamoto H.Yamamoto

⾮⾔語コミュニケーション論⼊⾨　　　＜4U51＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：20 使⽤教材： プリント

01．⾦3 02．⾦4
M.Takada M.Takada

TOEFL PBT 対策講座（中上級）　　　＜6181＞ 2単位
対象学科： 2年 対象レベル： KUIS英⽶合格者必修
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：70 使⽤教材： プリント

01．⽊3-⽊4
M.Honda

編⼊学対策講座　　　＜5R01＞ ※編⼊学志望者必修 １単位
対象学科： 1年 対象レベル： 編⼊学志望者必修
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：150 使⽤教材： プリント

01．⽉3 02．⽉4 03．⽔2 04．⽔3 05．⾦4 06．⾦5
H.Gosho H.Gosho H.Gosho H.Gosho H.Gosho H.Gosho

英⽂学研究⼊⾨　　　＜4W61＞ １単位
対象学科： ― 対象レベル： -
使⽤⾔語： ⽇本語 定員：30 使⽤教材： プリント

01．⾦2
I.Akagawa

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。

★編⼊希望者は必ず受講して下さい。（授業時間は個⼈の⾃由選択・すべて同⼀内容）
編⼊学の基本的な知識と編⼊学試験合格のための対策と準備について、各分野の講師が持回りによって学びます。
志望理由書の書き⽅や⼩論⽂については、実習を通して学びます。

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。

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。

ＫＵＩＳ英⽶語学科３年次編⼊時基準点（４８０点）を学院卒業までにクリアできるよう、実践を中⼼とした授業を
⾏います。毎回単語テストを⾏い、単語⼒もつけていきます。ＫＵＩＳ英⽶語学科編⼊希望者（合格者）は必ず履修
をしてください。編⼊学でTOEFLスコアを要している場合も受講可能です。授業レベルはＴＯＥＩＣ６００点程度として
います。


	目次
	登録・履修に関する注意事項
	3 学期中の留学プログラム参加について
	履修方法
	履修案内
	英語科目
（ネイティブ教員）
	英語科目
（日本人教員）
	アジア／ヨーロッパ言語
	職業関連科目
	コンピューター（BST）
	就職関連科目
	一般教養
	大学編入



