
公開講座（英語）〔初級・中級・上級〕  

 

Ⅰ．2019 年度 開講クラスと担当講師について 

 

レベル 講座名（クラス） 担当講師 受講料（一括） 

初級 
Beginner (1) Rachel Manley 

（神田外語大学英語専任講師） 

\30,000 

Beginner (2) \30,000 

中級 
Intermediate (1) Jacob Reed 

（神田外語大学英語専任講師） 

\30,000 

Intermediate (2) \30,000 

上級 
Advanced (1) Samuel Godin 

（神田外語大学英語専任講師） 

\30,000 

Advanced (2) \30,000 

（注１） 各レベルの（１）クラスと（２）クラスは授業時間が異なりますが、同じ内容です。全てのレベルで講師は英語

のみを使用し、授業中は受講生も英語を使用することが求められますのであらかじめご了承ください。 

（注２） 各クラス申込者が４名以下の場合は閉講とさせていただきます。 

 

Ⅱ．授業時間および授業日程等について〔全クラス共通〕 

 

１． 各クラスの授業時間は、以下のとおり、週１回 90 分間です。 

(１)クラス ９：００～１０：３０ 

(２)クラス １０：４０～１２：１０ 

 

 

２．本講座開講期間および授業スケジュールは以下のとおりです。 

開講期間 ： 2019 年 9 月 14 日（土） ～ 2020 年 1 月 4 日(土)  【全 14 回】 

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 

14 日（土） 

21 日（土） 

28 日（土） 

 

5 日（土） 

 12 日（土） 

19 日（土） 

 

2 日（土） 

9 日（土） 

16 日（土） 

23 日（土・祝） 

30 日（土） 

7 日（土） 

14 日（土） 

 

 4 日（土） 

 

開講後やむをえず授業日に変更が生じる場合は、あらためてご連絡致します。 

 

●11/23 は祝日ですが授業実施日です。   

●下記の日程は授業がございません。ご注意ください。 

 

 

 

 

 

2019 年 10 月 26 日(土) 浜風祭(学祭)のため 

2019 年 12 月 21 日（土）、12 月 28 日（土） 冬期休業期間のため 
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Ⅲ．各クラスの定員と講座内容について 

講座名 ｸﾗｽ 授業時間 定員 講座内容 

Beginner 

〔初級〕 

(1) 9：00～10：30 25 名 

初級者対象講座ですが、中学生程度の文法を理解していること（英

検３級から準２級レベル）が要求されます。 日常会話に少し不安が

あるという方から、簡単なことなら英語で話せる、という方までを対象

とし、授業は大学講義のような内容です。 

なお、講師は英語のみを使用し、授業中は受講生も英語を使用す

ることが求められますので、あらかじめご承知置きください。 

（注）（1）クラスと（2）クラスの授業内容は同じです。 

(2) 10：40～12：10 25 名 

【担当講師からのコメント】（Rachel Manley）  

The Beginner Course will emphasize communication skills, such as listening and speaking and active par-

ticipation in language learning. Students will improve fluency and confidence in addition to vocabulary and 

grammar. Pair work and small group activities will allow students to use English actively in class. The text 

book Impact Combo Split 2A will be used in class. In addition to the text and materials related to the text, 

the instructor will create and adapt materials to meet the students’ needs.  

【Textbook】 

“Impact 2: Combo Split 2A” Cengage Learning, ISBN: 9781305873513  \2,020(税別) 

     

講座名 ｸﾗｽ 授業時間 定員 講座内容 

Intermediate 

〔中級〕 

(1) 9：00～10：30 20 名 
英検準２級程度の英語力を保持している方で、日常会話に支障

の無い方（簡単な電話の応対ができる、簡単な事柄なら通訳がで

きる、等）を対象とします。初級よりも、一歩踏み込んだ実用英語

を学びます。 

（注）（1）クラスと（2）クラスの授業内容は同じです。 
(2) 10：40～12：10 20 名 

【担当講師からのコメント】（Jacob REED）        

This semester, the course will level up slightly and offer students new opportunities (see Homework below).   

Like last semester, the activities will involve speaking with a partner, in a small group, and in front of the 

entire class. In this way, students at this level can build their confidence to express themselves in English at 

a higher level.  Listening is also a core focus of this course because listening is important for speaking.  

Writing and Reading will not be focused on as much, but there will be occasional reading for homework. 

[Structure] 

The course will continue from the first semester to address a variety of topics and allow students oppor-

tunities to communicate about them in English.  Some topics will be every-day simple ones such as “work” 

and “enjoying hobbies,” but the conversation will almost always transform into a more difficult one by the 

end of the lesson.  This is to encourage the construction of more complex ideas and provide a bridge into 

advanced English usage. 

[Homework]  

In the second semester, there will be one Presentation students will be expected to participate in. 

[Materials / Textbook] 

The main materials will be provided by the instructor. 
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（写真：神田外語大学８号館）     

  

講座名 ｸﾗｽ 授業時間 定員 講座内容 

Advanced 

〔上級〕 

 

(1) 

 

9：00～10：30 

 

20 名 英検2級～準１級・TOEIC650点前後・TOEFL500点程度の

語学力を要する方を対象とします。様々なトピックを題材に

ディスカッションを中心とした講義です。 

（注）（1）クラスと（2）クラスの授業内容は同じです。 (2) 10：40～12：10 20 名 

 

【担当講師からのコメント】（Samuel Godin） 

The Advanced Course for 2019 will focus on both small group discussion and classroom discussion 

around world events and social trends that may be relevant to those taking the course. Each week 

there will be a topic for students to discuss and each week either a reading or a video that will provide 

the background and basis of the discussion. Sharing personal stories and opinions on the subjects will 

be encouraged to use as a comparison and to give insight to classmates around the subject.  

【Materials / Textbook】 

Readings and video clips will be provided by the instructor. 
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