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概要

英国の公的な国際文化交流機関であるブリティッシュ・カウンシル（＊）により実施される授業です。受講
者自身の興味や生活に関連したトピックをベースに「話す・聞く・読む・書く」の４つのスキルを学びます。
＊「ブリティッシュ・カウンシル」は、日本で 30 年以上にわたり、教育機関・企業・団体向けに質の高いコ
ミュニケーション英語コースやアカデミックスキルコースなどの英語教育プログラムを提供している団体で
す。講師は、英語を外国語として教える国際資格を持ち、平均 10 年以上の英語教育経験を持つネイ
ティブスピーカーです。

／Brief Description

English Communication class is conducted by The British Council -UK’s international organisation for
cultural relations and educational opportunities. The class is aimed at developing skills in English: speaking,
listening, reading, and writing through exploration of a range of relevant and useful themes.
目的・目標
／Objectives and
Goals

英語でのコミュニケーション能力と、英語を使う自信を身に付けることを目的とします。状況に応じた的確
な表現を身に付け、英語での発信力向上を目指します。
The goal of this class is to enhance students’ English communication skills. Instructors will make efforts to
ensure that the students become confident using the language they are learning.
知識力

探究力

技術力

情報力

批判力

実践力

社会性

自然観

創造性

生活力

指導力

主体性

1_知へのいざない
✔
倫理観
2_人間のふるまい
✔
国際力

地域力

3_社会とのかかわり
✔

第 4 ターム
授業計画・授業内容
／Course Plans and
Contents

✔

レッスン 1 – 2
★モジュール 1
ディスカッションとディベートのスキルをさらに深める／Further Discussion and Debating Skills
•
理解を確認する／Checking understanding
•
自分の意見を明確にし、再構築する／Clarifying and reformulating own opinions
•
利点と欠点について表現する／Describing advantages and disadvantages
•
ディスカッションを遮る／Interrupting
レッスン 3 - 7
★モジュール 2 時事・社会問題／Current Affairs, Social Issues
•
トピックスは後日選択（最新の時事問題をとりあげるため）TBC (this will depend on current issues
at the time)
レッスン 8
★コースの復習、 アセスメント、フィードバック／Review, Assessment and Feedback
•
与えられたトピックについて学生自身がディベートやディスカッションを主導して実践し、講師
が評価する／Students lead debates and discussions on chosen topics
•
学生のパフォーマンスについてフィードバック／Feedback and advice from the teacher

授業外学習

毎回宿題が課されます

キーワード／

コミュニケーション能力/Communicative skill, 受講生中心/Student centered, 国際日本学/Global Program
for Japanese Studies

Keywords
教科書・参考書／

You will receive homework every week.

ブリティッシュ・カウンシルにより開発されたオリジナル教材をプリントで配布

2019 年度（T4） ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ上級ⅡD
Textbooks/Reference

Original materials will be provided by The British Council.

Books
授業への取り組み（宿題を含む）35％
授業での実績（スキル、言語における能力を継続的に評価）35％
Evaluation Procedures
最終ディスカッションでのアセスメント 30％
and Criteria
効果的な英語コミュニケーション力向上のため、授業への出席は必須です。
Participation in class (including homework) 35 %
Class performance (continuous assessment of students’ performance in skills/language work on the
course) 35 %
Assessed task (discussion) / Language review 30 %
Students are expected to attend every lesson. Active participation in all sessions is required.
評価方法・基準／

履修要件／
Prerequisite

・学生ポータルによる履修登録の前に、skipwise Web ページ上の「イングリッシュコミュニケーション授業
申込専用サイト」からの事前申込みが必要です。詳しくは本シラバス備考欄をご確認ください。
・本科目はレベル別にクラス編成を行います。イングリッシュコミュニケーション授業申込サイトもしくは
冊子「国際日本学 2019」に掲載のレベル分け基準表にて 自身が受検した英語試験のスコアに基づいて
授業のレベルを選択してください。（上級Ⅱは TOEIC785 以上, TOEFL-iBT96 以上, TOEFL-ITP590 以上,
IELTS7.5 以上の方が該当します。）
・Be sure to apply for the class using the application form on the “skipwise” website prior to the registration
on “Students’ portal” （「学生ポータル」in Japanese）. For further information, refer to the remarks of this
syllabus.
・Which class you join will be determined by your score on one of the following English exams. Decide your
class according to the level chart on the application form or in the guidebook of “Global Program for
Japanese Studies 2019”.
・Advanced II level is for those who have above TOEIC785, TOEFL-iBT96, TOEFL-ITP590, IELTS7.5.
【注意】
大学院生が履修する場合は、所定の期間に科目等履修生の手続きが必要です。この手続きを行っていない場合
は、イングリッシュコミュニケーションの授業を履修することができません。
[Note]
Post graduate students are required to register as an “auditor” （「科目等履修生」- Kamokuto rishusei in
Japanese) in order to take this class, as this class is basically for under graduate students. Notice that you
will not be able to attend this class without registration as an “auditor”.

備考／Remarks

【授業申込専用サイトとマイページについて】
申込希望者は授業申込専用サイトでマイページを作成する必要があります。イングリッシュコミュニケー
ションの授業科目に関わる申込み、クラス発表、変更・取消の連絡は全てイページを通して行います。
①授業申込専用サイト（https://skipwise.chiba-u.jp/login/）でマイページを作成
②マイページにログイン後、専用サイトにて授業申込み
③マイページにて決定クラスを確認
④履修登録期間中に学生ポータルより履修登録
[About application form and “My Page” on the “skipwise” website]
Students need to create “My Page” on the “skipwise” website. Application, cancellation and any changes in
the classes must be done though the “My Page”.
1. Create “My page” on the “skipwise” website (https://skipwise.chiba-u.jp/login/)
2. Login to “My page” and apply for the class through the online application
3. Check the determined class on “My page”
4. Complete your registration through the students’ portal site
【留意事項】
原則、30 分以上遅刻した際には欠席扱いとなります。ただし、やむを得ない事情等により 30 分を超える場合には必ず
スーパーグローバル大学事業推進事務室にご連絡ください。
Tel: 043-290-3782 Email:skipwise-info@chiba-u.jp
・応募者多数の場合は、抽選を行いますので、必ずしも希望どおりに受講できるとは限りません。
・本科目は、授業内で様々なトピックに関するディスカッションを英語で行い、授業時間数を重ねることで英語コミュニ
ケーション能力を高めるという目的があるため、同一名称科目を重複履修することができます。
・Arriving late for class more than 30 minutes will automatically be counted as “Absent”. If you have to be
absent or late more than 30mins for unavoidable reasons, contact:
Office for Top Global University Project Promotion (スーパーグローバル大学事業推進事務室)
Tel: 043-290-3782 Email:skipwise-info@chiba-u.jp
・If there are too many applications, screening will be conducted to limit the class size.
・In order to enhance English communication skills, students can take the same class multiple times. This
class is aimed at improving students’ communicative ability by discussing on various topics with different
classmates.

