
平成 28 年度 岐阜工業高等専門学校シラバス 

教科目名 英語Ｃ 担当教員 亀山太一、パトリック・キャシディー（非常勤） 

学年学科 １年 全学科 通年 必修 2 単位  

学習・教育目標 （Ｃ－２）1００％   

授業の目標と期待される効果： 

様々な課題を通して、英語４技能の基礎とな

る基本的な能力を養う。特に、英語らしい発音

と語彙力を高めるため、E ラーニング教材等を

利用したドリル演習を主として行う。これによ

り、以下のような技能を高める。 

 

① 英語らしい発音で、単語や文が言える 

② 自然な発音とスピードの英語を聞き取る 

③ 高専生に必要な基本的語彙力を身につける 

④ 高専生に必要な基本的文法知識を身につけ

る 

⑤ 習った英語で簡単な会話ができる 

 

成績評価の方法： 

前期：中間試験 100 点＋期末試験 100 点＋授業課題点 100 点とし，総
得点率（％）によって成績評価を行なう。 

後期：中間試験 100 点＋期末試験 100 点＋授業課題点 100 点とし，総
得点率（％）によって成績評価を行なう。 

学年：前・後期の重みを等しくして合計し得点率（％）によって成績
評価を行なう。 

達成度評価の基準： 

授業で行った課題と同レベルの問題を試験で出題し，6 割以上の正答
レベルまで達していること。なお成績評価への重みは，①～⑤を同じ
割合とする。（⑤は後期のみ） 

①語彙力に関する問題をほぼ正確(6 割以上)に解くことができる 
②聞き取りに関する問題をほぼ正確(6 割以上)に解くことができる 

③文法に関する問題をほぼ正確(6 割以上)に解くことができる 

④既習の英単語および英文の発音をほぼ正確(6 割以上)に行なうこ

とができる 

⑤ネイティブスピーカーとの対話ができる 

授業の進め方とアドバイス：前期の授業では適宜Ｅラーニングシステムを利用する。発音については、英語らしくでき
るよう繰り返し練習することが必要である。後期はネイティブスピーカーが担当となるので、授業中に与えられた課題
を通して積極的にコミュニケーションをする態度を身につけて欲しい。 

教科書および参考書：「COCET2600」（成美堂）、English Firsthand Success (Marc Helgesen, Pearson Longman) 

授業の概要と予定：前期 ＡＬのレベル 

第 １回：授業ガイダンスとEラーニングシステムの説明  

第 ２回：レベル診断テスト、E ラーニング（Section1）、英語発音練習（その１） A 

第 ３回：E ラーニング（Section2）、英語発音練習（その２） A 

第 ４回：E ラーニング（Section3）、英語発音練習（その３） A 

第 ５回：E ラーニング（Section4）、英語発音練習（その４） A 

第 ６回：E ラーニング（Section5）、英語発音練習（その５） A 

第 ７回：E ラーニング（Section6）、英語発音練習（その６） A 

第 ８回：中間試験  

第 ９回：E ラーニング（Section7）、英語発音練習（その７） A 

第１０回：E ラーニング（Section8）、英語発音練習（その８） A 

第１１回：E ラーニング（Section9）、英語発音練習（その９） A 

第１２回：E ラーニング（Section10）、英語発音練習（その 10） A 

第１３回：E ラーニング（Section11）、英語発音練習（その 11） A 

第１４回：E ラーニング（Section12）、英語発音練習（その 12） A 

           期末試験 

第１５回：期末試験解答解説および前期授業の総まとめ 

 



 

授業の概要と予定：後期 ＡＬのレベル 

第１６回： Greetings-Giving and getting personal information B 

第１７回： Dates and times-Schedules, Birthdays, etc. B 

第１８回： Asking Questions- information gathering B 

第１９回： Making Small Talk/ Chit Chat (ex. How was your day?) B 

第２０回： Prepositions (on, under, behind) & Giving Directions B 

第２１回： Adverbs of Frequency (ex. How often do you eat sushi?) B 

第２２回： Essay Question Review B 

第２３回： midterm exam B 

第２４回： Agreeing and Disagreeing, Expressing Opinions (ex. I think natto tastes terrible!) B 

第２５回： Invitations B 

第２６回： Daily Schedules & Routines B 

第２７回： Occupations, Jobs B 

第２８回： Hobbies & Interests B 

第２９回： Weather and Seasons (ex. What do you like to do in the spring?) B 

          期末試験 

第３０回：Semester Comprehensive Review 

 
 

評価（ルーブリック） 

達成度 

評価項目 

理想的な到達 

レベルの目安 

(優) 

標準的な到達 

レベルの目安 

(良) 

未到達 

レベルの目安 

(不可) 

① 

語彙力に関する問題を正

確に（8 割以上）解くこと

ができる 

語彙力に関する問題をほぼ

正確に（6 割以上）解くこと

ができる 

語彙力に関する問題を 6割以

上解くことができない 

② 

聴き取りに関する問題を

正確に（8 割以上）解くこ

とができる 

聴き取りに関する問題をほ

ぼ正確に（6 割以上）解くこ

とができる 

聴き取りに関する問題を 6割

以上解くことができない 

③ 

文法に関する問題を正確

に（8 割以上）解くことが

できる 

文法に関する問題をほぼ正

確に（6 割以上）解くことが

できる 

文法に関する問題を 6 割以上

解くことができない 

④ 

既習の英単語および英文

の発音を正確に（6 割以

上）行なうことができる 

既習の英単語および英文の

発音をほぼ正確に（6 割以

上）行なうことができる 

既習の英単語および英文の

発音を 6 割以上行なうことが

できない 

⑤ 

ネイティブスピーカーと

の対話ができる 

ネイティブスピーカーとの

対話がほぼできる 

ネイティブスピーカーとの

対話がまったくできない 

 


