慶應外語 2017 年度秋学期 三田 正科
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。

講座コード

０２１００１Ｂ

講座の内容

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

講座コード

０２１００２Ｂ
講座の内容

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目

英会話 基礎
Let's Speak English

担当者

火曜日
6:30pm-8:00pm

田上 悦子

日本語を母語とする受講生に求められる最重要課題は聞くことと話すことですが、読み書き
ができる文章でも自然な速度の英語で聞きとることはかなり難しいのが現状です。本講座では
読み書きの能力と聞き話す能力の差を少なくして、まず、簡単な会話ができるようになることを
目標とします。効率的かつ生産的な英語力の向上のために好適な教材を使います。また日本
の伝統文化や近年人気のアニメに代表される日本のサブカルチャーや日本料理なども題材と
した、簡単な説明や会話などにも挑戦します。
本講座では、英語を使い、買い物、飲食店での注文、交通機関の利用や道を尋ねたり教え
たり、また、仕事や休暇の過ごし方や趣味などに関して、ごく簡単な会話ができるようになるこ
とを目標とします。中学校や高等学校の教科書で学んだ英語の知識を実際に使用して基礎的
な訓練をします。各回の授業では、まず、文字を見ないで英語を母語とする人々が自然な速度
で話す英語を聞くことに重点を置きます。その後、配付したプリントの文章を参考に、設定され
た場面や状況に従い 1 対 1 で会話をします。さらに、日本語を母語とする受講生が間違いやす
い文法事項や表現を確認し、便利で役立つ表現も習得します。
☑会話: Conversation

□作文: Writing

□読解: Reading

☑聴解: Listening

□文法: Grammar

☑発音: Pronunciation

☑プレゼンテーション: Presentation
☑日本語と英語の併用 both English and Japanese
プリント配付

英会話 基礎
Everyday Topics

担当者

モ ー ガ ン

デビッド

Morgan, David
E

E

木曜日
6:30pm-8:00pm

一般的に毎日使っているトピック、例えば旅行、趣味、家族、映画、本、スポーツ、ニュース
等について、英語で会話します。
毎回配付されるプリントには、その日のトピックとそれについての約 20 個の質問文が載って
います。受講生同士ペアになり、トピックについて相手に質問をし、それに対して自分で考えた
答えを相手に伝える、という形でペアワークをします。講師は教室を回り、受講生同士の会話
で間違いがあれば、一人ずつ、正しい言い方になおしていきます。音声教材を使って、リスニン
グの練習もします。講座の最後にはその日のトピックについて、英語で会話ができるようになり
ます。様々なトピックについて、英語で自身をもって話せるよう、すこしずつ上達していきましょう。
☑会話: Conversation

☑作文: writing

☑読解: Reading

☑聴解: Listening

□文法: Grammar

☑発音: Pronunciation

□プレゼンテーション: Presentation

使用言語

日本語と英語の併用

使用予定教材

プリントを配付します。

慶應外語 2017 年度秋学期 三田 正科
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。

講座コード

０２２００１Ｂ

講座の内容

講座の進め方
・到達目標

英会話 初級
Think Global, Study Local

担当者

21 世紀は英語の世紀です。グローバリゼーションの加速と進展、情報通信手段の更なる発達に
より仮想空間が巨大化し、全世界をつなぐ言語としての英語の役割が増大しています。今日の世界で
は英語は他言語の追随を許しません。そのため、日本語を母語とする人々には、主張する英語力
が必要となります。
この講座では英語での話のまとめ方、説明、簡単な議論、プレゼンテーションなどの訓練を通し
て、各受講生の効率的かつ生産的な英語力の向上を進めます。また、世界共有の財産である日本
の伝統文化や近年人気のアニメに代表される日本のサブカルチャーや寿司、ラーメンなどの日本
料理などを題材として、日本語を母語としない人々と話す機会を想定して、説明や簡単な議論など
も行います。
読み書きの英語ではなく、自然な速度の英語を聞きとり、話すという言語情報伝達手段としての
英語を習得して、旅行（移動）や日常生活（買い物、家事、レストランでの食事、病院などでの疾病
治療、銀行口座の開き方、パーティの主催や参加など）が無理なくできるようになることを目標とし
ます。その後、各受講生の習熟度と必要性に応じて仕事での簡単な交渉やプレゼンテーションなど
を疑似体験する機会を設けて、各自のこれらの能力の向上を目標とします。
毎回の授業では文字を見ないで聞く訓練に重点を置き、各受講生が意見を述べ、日本語の言語
構造に由来する、日本人特有の間違いなども的確に指摘し改善することで、話す能力の向上を目
指します。

□作文: Writing
この講座で重視 ☑会話: Conversation
☑聴解: Listening
□文法: Grammar
している項目
☑プレゼンテーション: Presentation

使用言語
使用予定教材

金曜日
4:30pm-6:00pm

田上 悦子

□読解: Reading
□発音: Pronunciation

日本語と英語の併用
プリント配付

講座コード

英会話 初級
English for Traveling

０２２００２Ｂ

ト ン プ ソ ン

担当者

ルパート

Thompson, Rupert
AE

AE

AE

E

月曜日
6:30pm-8:00pm

この講座では、どのようにして英語のコミュニケーション能力を高めるか、その方法を学んで
いきます。他の受講生とペアやグループとなって、海外旅行でのシチュエーション（例えば、ホ

講座の内容

テルのチェックイン、レストランでの食事、観光など）について話し合う形式で主に授業を進め
ます。
この講座の目的は、英語で自分の言いたいことをどう伝えるかについて自信を持ってもらう

講座の進め方
・到達目標

こと、同時にリスニングと語彙（ボキャブラリー）能力を高めることにあります。他の受講生と積
極的に英語で話し合い、お互いに質問し、また自分の知っていることを相手に伝えるような練
習を多く行います。講座が終わる頃には、自分の言いたいことをより自然に、しかも自信を持っ
て伝えられようになるでしょう。

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

☑会話: Conversation

☐作文: Writing

☑聴解: Listening
☐文法: Grammar
☐プレゼンテーション: Presentation
全て英語
プリント配付

☐読解: Reading
☑発音: Pronunciation

慶應外語 2017 年度秋学期 三田 正科
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。

英会話 初級
Passages

講座コード

０２２００３Ｂ

ジ ン

担当者

知っておくべき英語習得の分かれ道

ポ ール

Ginn, Paul
AE

AE

AE

AE

水曜日
6:30pm-8:00pm

英会話を習うのが初めての方、英語に自信のない方にわかりやすく楽しく英会話に親しめる

講座の内容

よう講座を進めていきます。簡単な日常会話や読み書きを学び、コミュニケーション能力を身
につけ英語に自信が持てるよう、英会話の基礎を固めていきます。

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

講座コード

０２２００４Ｂ

簡単な文法での話し方、文の読み方、聞き方、会話練習を中心に講座を進めます。コース
の終わりには皆さんは積極的に英語でコミュニケーションがとれるようになります。
☑会話: Conversation

□作文: Writing

☑読解: Reading

☑聴解: Listening

□文法: Grammar

☑発音: Pronunciation

□プレゼンテーション: Presentation
全て英語
テキスト名：Passages Third Edition
出 版 社 ：Cambridge University Press

英会話 初級
Let’s enjoy conversation in
English!

担当者

渡邊 考

木曜日
6:30pm-8:00pm

本講座では、英会話用教材を使用し、教材に描かれている絵や身近な話題について話しま
す。また、一人でもできるスピーキングの練習方法をお伝えし、体験をいたします。受講者様同

講座の内容

士で、英語で話す活動を行い、コミュニケーションを楽しめる講座です。本講座の講師は日英
バイリンガルのため、日本語での質問に対応します。英語の表現が分からない場合は、即座
にその場で適切な表現をお伝えします。
授業は基本的に英語で行いますが、必要に応じて日本語を使用します。

講座の進め方
・到達目標

１．絵に描かれている内容について英語で話します。
２．各回のテーマに沿って、英語で話します。
３．英語で質問をするときに必要な表現を学びます。
４．スピーキングの練習方法を学び、実際に体験をします。
５．受講者様同士でコミュニケーションを楽しみます。
英会話力を向上させるためには、楽しむことがとても大切です。本講座を通して、英語でのコミ
ュニケーションを楽しんでいただけると幸いです。

この講座で重
視している項目
使用言語
使用予定教材

☑会話: Conversation

□作文: Writing

□読解: Reading

□聴解: Listening

□文法: Grammar

□発音: Pronunciation

□プレゼンテーション: Presentation
日本語と英語の併用

Let’s Talk About It, PEARSON Longman

慶應外語 2017 年度秋学期 三田 正科
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。

講座コード

０２３００２Ｂ

講座の内容

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

講座コード

０２３００３Ｂ

講座の内容

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

英会話 中級
All Talk 英会話から英語を学ぶ

ジ ン

担当者

ポ ール

Ginn, Paul
AE

AE

AE

AE

金曜日
4:30pm-6:00pm

この講座では、日常英会話を基にフレーズや単語、文法などを学んでいきます。
沢山の単語やその使い方を習得することによりネイティブスピーカーが言っていることを理
解し、自分の言いたいことを自分の言葉で伝えられるようになります。
“言いたいことはあるのに単語や表現が出てこない“”発音が悪くて伝わらない“などという弱
点を克服しあなたの英語に自信をつけましょう。
テキストに NEW ALL TALK 2 ,MACMILLAN LANGUAGEHOUSE を使いますが講師からのプ
リントも事前に配付されるので自宅で予習ができます。
はじめにその日のテーマとなる会話文からキーワード、単語などを学び、それを自分の言葉
として身につくように練習します。授業の最後には、その日習ったことすべてを使ってペアワー
ク、グループワークで会話をしてもらいます。
☑会話: Conversation

□作文: writing

☑読解: Reading

☑聴解: Listening

☑文法: Grammar

☑発音: Pronunciation

□プレゼンテーション: Presentation
全て英語
テキスト名：NEW ALL TALK 2 ,MACMILLAN LANGUAGEHOUSE

英会話 中級

モ リ ス
チャールズ
月曜日
担当者
News Article Analysis, Presentation
Morris, Charles
6:30pm-8:00pm
and Discussion Class
本講座は、メディア英語を用いた英語の習得を基本としています。英語での時事問題
の読解、発表およびディスカッションを行い、ディスカッションの進行方法についても
学びます。同時に、インタビューとレポート執筆のスキル習得も目指します。難易度は
低くありませんが、効果的な学習により、受講生は言語を学ぶ楽しさを体験することが
できるでしょう。
AE

AE

AE

E

本講座は、受講生自身が取り上げた多様なトピックを通じた、メディア英語の読
解、要約、分析およびディスカッションの習得を目的とします。さまざまな文脈で
使われる英語に接することで、受講生の語彙力を強化し、また、受講生自身や指導
者による提案で決めた身近なトピックを通じて、インタビューとレポート作成スキ
ルを向上させます。
☑会話: Conversation

□作文: Writing

□聴解: Listening

□文法: Grammar ☑発音: Pronunciation

□プレゼンテーション: Presentation
全て英語
プリント配布

□読解: Reading

慶應外語 2017 年度秋学期 三田 正科
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。

講座コード

英会話 中級

担当

０２３００４Ｂ

Practical English for Natural Communication

者

モ リ ス

チャールズ

Morris, Charles
AE

AE

AE

E

火曜日
6:30pm-8:00pm

英語での自然なコミュニケーションの習得を目的とした発音／会話のクラスで、発音、抑揚の
講座の内容

強化とともにディスカッションのスキル向上に焦点をあてています。効果的な学習により、言語
を学ぶ楽しさを受講生に体験してもらえることでしょう。

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目

使用言語

使用予定教材

本講座は受講生の発話および会話のスキルを向上させ、より自然な会話力の習得を目的とし
ます。

☑会話: Conversation

□作文: Writing

□読解: Reading

□聴解: Listening

□文法: Grammar

☑発音: Pronunciation

□プレゼンテーション: Presentation
全て英語
テキスト名：Discussion Strategies: Beyond Everyday Conversation
出版社：Pro Lingua Associates

講座コード

英会話 中級

０２３００５Ｂ

Topics in the News

ト ン プ ソ ン

担当者

ルパート

Thompson, Rupert
AE

AE

AE

AE

木曜日
6:30pm-8:00pm

この講座では、新聞や雑誌からタイムリーな話題を幅広く取り上げます。
講師がトピックを選び、記事と Worksheet を事前に渡します。受講生は次の講座までに
講座の内容

reading questions と background questions が書かれた Worksheet を読み、準備をしてきま
す。講座では、これらを元にペアワーク、グループワークでディスカッションを行います。必要に
応じて講師は文法や語彙の説明や、記事の解説を行います。

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

この講座では自分の考えや意見を論理的に、明確に表現できることを目指します。自信を
持って英語で表現できるように、コミュニケーション力に必要な body language、tone of
voice、pronunciation 等も習得していきます。
☑会話: Conversation □作文: Writing

☑読解: Reading

☑聴解: Listening

☑発音: Pronunciation

☑文法: Grammar

□プレゼンテーション: Presentation
全て英語
テキストは使用しません。

慶應外語 2017 年度秋学期 三田 正科
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。

講座コード

英会話 中級

０２３００６Ｂ

Let's Go Idioms!

講座の内容

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

金曜日
6:30pm-8:00pm

デビッド

Morgan, David
AE

AE

AE

AE

日常の英会話で、自然に使える idiom（慣用語)を学びます。
皆さんが英語をもっと上手に話すためには idiom が必要です。Idiom を使えれば、会話がレ
ベルアップし、ネイティブに近い表現ができるようになります。
スムースさを更に印象づける発音もしっかりと教えます。これにより、皆さんの会話はもっと
自然に、かつ美しく聞こえるようになるでしょう。 毎週配付されるプリント教材で、idiom・単語・
発音、更に、ことわざの練習もします。イディオムなどのプラス・ワンポイントが上達のコツです。
毎週配られるプリントの内容を理解し、暗記できれば、このコースの終了時には、今よりも何
倍もの英語の単語、 idioms、それを基にしたスムースな会話の技術、さらに美しい英語の発
音ができるようになると思います。米語も英語も教えます。地域を問わない国際英語を学ぶこ
とができます。自分はもっと英語でコミュニケーションできる！そうアピールできるようになるこ
とを目標とします。
☑会話: Conversation

☑作文: Writing

☑読解: Reading

☑聴解: Listening

☑文法: Grammar

☑発音: Pronunciation

□プレゼンテーション: Presentation
日本語と英語の併用
講師が資料を用意いたします。

講座コード

英会話 上級

０２４００１Ｂ

English WoRLdS Beyond

講座の内容

モ ー ガ ン

担当者

キ ア ネ ー ゼ

担当者

マ リ オ

Chianese, Mario
AE

AE

AE

AE

水曜日
6:30pm-8:00pm

Part1：ニュース
最新のニュース及びイベントに関する要約。さらに意見を 50 語程度にまとめ、音読します。
Part2：英会話用のプリント教材
リスニングの後、トピックについて話し合います。
Part3：イディオム
英語のコミュニケーションに必要なイディオムに焦点を当て、それらのイディオムを用いて、
各自の質疑応答に多くの時間を充てます。
その他に “ Show and Tell ” では各自気に入ったものを持参して、クラスメイトが見たり、聞
いたり、感じたり、香りをかいだり（！）、味わったり（！）します。
※前学期とは異なるトピックスを取り上げ、学習します。

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

講座では以下の 3 点を到達目標とします。
◆簡潔な英語でのコミュニケーション能力を向上させる。
◆英語でコミュニケーションを行い、学習したことに達成感をもつ。
◆講座の進行と共に、教師および他の受講生と英語で話すことにより自信をつける。
タイトルの English WoRLdS Beyond とは、「*Writing *Reading *Listening *Speaking を
もっと新しい英語の世界へ！」を意味します。このクラスは必ず楽しく、かつ役立つことでしょう。
☑会話: Conversation
☑作文: Writing
☑聴解: Listening
□文法: Grammar
☑プレゼンテーション: Presentation
全て英語
テキストは使用しません。

☑読解: Reading
□発音: Pronunciation

慶應外語 2017 年度秋学期 三田 正科
注意：やむをえない理由により、予告なしに担当講師が代講または変更となることがあります。講座開始後、この変更を理由に講座を
キャンセルされる場合、受講料の返還はいたしません。

講座コード

英会話 上級

０２４００２Ｂ

Talk Globally

講座の内容

講座の進め方
・到達目標

この講座で重視
している項目
使用言語
使用予定教材

レ プ ル

担当者

ク リ ス ト フ ァ ー

Lepple, Christopher
AE

AE

AE

AE

金曜日
6:30pm-8:00pm

この講座ではユニットに沿って進めていきます。グループワークやペアワークによる意見交
換や議論を多く行います。講義は全て英語で行われるため、総合的な英語力を強化すること
ができます。また、トピックについては最初に受講生に希望をお聞きして、その後講師が教材
を準備します。
この講座では新聞や雑誌の記事をよりよく理解するために、語彙の強化を目標とします。ク
ラスではグループワークおよびペアワークを中心に行うため、トピックに関する意見やアイデア
の交換が強く求められます。授業内ではリスニングの練習、語彙の説明、文法のアドバイスな
どをします。またスピーキングにおいては、共通してみられる誤りを訂正し、滑らかな英語を話
すことを目標とします。
□作文: writing
☑会話: Conversation
☑聴解: Listening
□文法: Grammar
□プレゼンテーション: Presentation
全て英語
プリントを配付します。

□読解: Reading
☑発音: Pronunciation

