
フレッシュマンセミナー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋環境学科 ◆総合科目◆ １年/必修/1単位 前学期集中   その他 否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

荒川 久幸 オフィス：9号館 404号室 オフィス電話：03-5463-0467     

E-mail: arakawa@kaiyodai.ac.jp 

随時（メールで確認を取っ

てください。） 
 

担当教員 

海洋環境学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海では陸上生活とは異なる様々な環境が存在し、そこで活動するために必要な心構えや動作が要

求される。海の講義や実習で解説される海の現象を理解しやすくするためには、海に接して体験
し、慣れることが、不可欠である。 
本実習は、漕艇、水泳、水質分析および海洋関連施設見学等による臨海実習、並びに練習船体験
乗船で構成されている。漕艇、水泳および体験乗船では、自身が海上で活動し実習することはも
ちろん、海での活動が海況や天候と密接に関連していることを理解する。 
水質分析や施設見学では、海や生物の様子を実際の活動を通して、知識として身に着ける。 
さらに、集団で目標達成するための個人の努力の重要性や団体生活のなかでの協力のあり方など

を学ぶことができる。 

1.自分の能力を磨き、

目標の達成に努力で
きるようになる。 
2.団体のなかで他と
協力できるようにな
る。 
3.海になじみ、海の性
質を理解できるよう

になる。 
Ｆ：実験・調査 
Ｇ：演習・実習 
Ｈ：現場実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

海において、行動する人のように考え、考える人のように行動することを協力して習得する。その内容は、乗船、水泳、

漕艇、水質分析および施設見学である。F,G,H 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本実習は、クルージング（練習船乗船実習）と臨海実習の２項目からなる。 
１．クルージング：海鷹丸・神鷹丸・青鷹丸の研究練習船による１泊２日の体

験乗船実習 
２．臨海実習：館山湾において４泊５日で以下の実習を行う。 
・漕艇：ピンネスを用いた漕艇訓練を通じて、小型艇を動かすための基本動作

と船上での動作を習得する。 
・水泳：長い時間を泳ぐことによって海に慣れ、合理的な身体の動かし方や体
力の重要性を学ぶ。 
・着衣泳：転落事故に対応して、着衣のまま泳ぐ体験をし、対処法を学ぶ。 
・水質分析：水を採取し、分析し、海洋観測の基礎を体験する。 
・海洋に関連した施設（昨年度：海の博物館）を見学して、海の自然史に関す

る調査研究に接する。 
臨海実習は、泳力別の班に分かれて実施する。 
事前に学内で実施する泳力判定と泳法基礎訓練には、必ず参加すること。。 

実習前に実施するガイダンスに必ず出
席し、実習の目的や課業について事前
に理解しておくこと。 
実習後に各課業の内容について、再度、
整理・理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

実習テキストは説明会で配布する。 

評価方法 評価基準 

クルージング、臨海実習（学内基礎訓練を含む）に参加し、
各項目に積極的に取り組み、それぞれの能力に応じた目標
を達成すること。 
 

目標への達成度を総合的に評価し、最低限クリアーしてい
る場合にのみ 60％以上の成績を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート等については、実習後返却する。 

履修上の注意点 

特になし 



フレッシュマンセミナー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋生物資源学科 ◆総合科目◆ １年/必修/1単位 前学期集中   その他 ／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

田中 栄次 8号館 7階 703号 教員室電話:03-5463-0567 オフィス:8号館 7階 703 号室 

オ フ ィ ス ア ワ ー : 水 曜 日 

15:00-17:00 
 

担当教員 

海洋生物資源学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 練習船での体験航海での「海」の体験、水圏科学フィールド教育研究センターにおける海洋生
物の観察、採集、解剖による海洋生物との触れあいや、海洋生物資源研究現場の見学などを通し
て、海洋生物資源学科学生としての学習意欲の醸成、学習の方向性確認を目標とした実習科目で
ある。 

Ｆ：実験・調査 
Ｇ：演習・実習 
Ｈ：現場実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

海を身近に体験し、海の生物の取扱に慣れ、海洋生物資源学科での学習に必要な基礎的能力を身につける。（Ｆ,Ｇ,Ｈ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本実習は、練習船乗船実習と臨海実習の２項目からなる。 
１．クルージング：海鷹丸、神鷹丸あるいは青鷹丸の研究練習船による１泊２

日の体験乗船実習 

２．臨海実習：水圏フィールド教育研究センター富浦ステーションならびに館
山ステーションを中心に、海辺の生物観察、採集、魚類の解剖を行うととも

に、海洋生物資源研究施設や博物館の見学と講義受講、本学教員ならびに大
学院生による研究紹介とディスカッションを通して海洋生物資源研究の現状
を学ぶ。 

 

予習のあり方 
 十週前に実施するガイダンスに必ず
出席し、実習の目的や課業について事

前に理解しておくこと。 
復習のあり方 

 実習後の各課業の内容について再
度、整理理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキストを説明会で配布する。 

評価方法 評価基準 

成績評価の方法 
 クルージング、臨海実習への参加 
成績評価の基準 
 各項目に積極的に取り組み、目標を達成したと判断され
た場合のみに 60点以上の合格点を与える。 

実習への参加時間と積極性、レポートの内容で評価し、目
標を達成したと判断された場合のみ 60 点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

実習中に必要な技術については指導する。 

履修上の注意点 

特になし 



フレッシュマンセミナー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

食品生産科学科 ◆総合科目◆ １年/必修/1単位 前学期集中   その他 1 年生の必修科目です。 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小山 智之   小山智之（主任） 

オフィス：3号館 311号室 

Eメール：tskoyama@kaiyodai.ac.jp 

オフィスアワー：予めメールでアポ

イントを取っていただければ随時

対応します 
 

担当教員 

食品生産科学科教員 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

春のクルージングに加え、夏に水産加工および魚や環境水を取り扱う活動を通し、東京海洋大学
食品生産科学科で勉強する目的を明確にすること、さらに、友人や教員らと寝食を共にすること
で協調性を養うことを目的とします。 

Ｆ：実験・調査 
Ｇ：演習・実習 
Ｈ：現場実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

水環境と生命体の性質を理解すること。魚から水産物を実際に加工する経験を通して水産物の特性を理解すること。また，
とくに夏季の実習においては個々に必要とされる作業，および協同作業に対する理解を深めることにより協調性を身につ
けること。（Ｆ、Ｇ、Ｈ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

4月には、研究練習船による 2日間のクルージングで、船上での生活を体験し、

海洋学に関する理解を深めます。 
7月には、水圏科学フィールド教育研究センター大泉ステーションにおいて、
(1)生活環境の水、(2)生き物としての魚、(3)魚を捕まえる、(4)魚を食べる、
の 4項目について 5日間の実習を行います。(1)では、実習場内および周辺の
環境水の水質調査を行い、(2)では、ニジマスの解剖および魚組織からの DNA
の抽出を行い、(3)ではニジマスへの給餌、麻酔処置、魚を手掴みすることで
魚に接し養殖技術の基礎を学び、(4)ではニジマスの燻製加工を通じて食品加

工の基礎知識を学びます。 

予習：とくに夏季に実施の実習において

は事前にテキストを熟読し，実習内容に
関する基礎知識を習得しておくこと。 
復習：とくに夏季に実施の実習において
は実習期間中，その日に学んだことにつ
いて復習すること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

事前に説明会を開き、テキストを配布します。 

評価方法 評価基準 

【成績評価の方法】 
乗船実習および大泉での実習の両実習に参加した者が評価

対象者となります。 
評価方法は、実習に対する取り組み態度（50％）およびレ
ポート（50％）の合計で評価します。 

【評価基準（評価項目）】 
１．各実習項目に対する取り組み態度が勤勉であるか。 

２．予習レポートにおいて、実習内容を理解するために必
要な予備知識を得ているか。 

３．実習期間中、十分に考察されたレポートを作成してい
るか。 

４．集団におけるルールを守り、良識ある行動ができるか。 
の評価項目を設け、総合的に達成目標を最低限クリアーし
ている場合のみ６０点以上の合格点を与えます。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

該当しない 

履修上の注意点 

・研究練習船によるクルージングは 4 月の授業期間中に行います。大泉ステーションでの実習は 7 月の夏期休業中に 2
班に分けて行います。 

・「学生教育研究災害傷害保険」に加入していない人は加入手続きを済ませてください。 



フレッシュマンセミナー 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋政策文化学科 ◆総合科目◆ １年/必修/1単位 前学期集中   その他 / 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

婁 小波 工藤貴史：8号館 406号室 kudot（以下@kaiyodai.ac.jp） 

Tel:03-5463-0569 

火曜日昼休み 

 

担当教員 

婁 小波、大島弥生、海洋政策文化学科教員 3-4名 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海と人との共生にかかわる体験実習を通じて、海や船、船上生活に関する理解を深めるとともに、

海を対象として営まれてきた産業の歴史と現状、及び、海辺に生活の場をおいてきた人々の暮ら
しと文化に関する認識を深めることを目標とする。 

Ｆ：実験・調査 

Ｇ：演習・実習 
Ｈ：現場実習 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

海と人の共生に関して、海洋政策や海洋利用管理といった面での基礎的素養を身につける(FGH)。 
具体的には、海や船、船上生活、海を対象として営まれてきた産業、および海辺に生活の場をおいてきた人々の暮らしと
文化に関して、その現状や問題点について述べることができること、そしてその過程で、共同作業の重要性について学ぶ

ことを目標とする(FGH)。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の内容から構成される 
１．本学練習船における１泊２日のクルージング体験プログラム 

  期日：平成２７年４月１３日（月）～４月１８日（土）の間の二日間 
２．本学館山ステーション（坂田）における３泊４日の研修プログラム 
  期日：平成２７年７月２２日（水）～７月２５日（土） 

  内容：海辺の産業・環境・文化、及び海辺自然体験活動についての理解を
深める 

３．反省会（レポートの提出，授業評価の実施，報告集の作成） 
  期日：未定（後日掲示） 

（予習のあり方） 
 事前説明会に必ず参加し、実習の目

的や内容について理解しておくこと。 
（復習のあり方） 
 実習プログラム終了後に、その内容

について再度、整理・理解し、指定期
日までにレポートを作成して提出する
こと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

適宜配布。 

評価方法 評価基準 

成績評価の方法：実習における学習目標の達成度５０％、
実習における役割遂行２０％、レポート３０％により総合
的に評価する。 
 

評価基準：以下の３点の達成目標をクリアーしている場合
のみ６０点以上の合格点を与える。 
１）実習における海辺の産業・環境・文化、及び海辺自然

体験活動に関する知識の習得 
２）実習参加中の役割実施 

３）レポートにおける海辺の産業・環境・文化、及び海辺
自然体験活動に関する現状や問題点の把握 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

 

履修上の注意点 

 



海の科学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/必修/1単位 前前期 火曜日 ２時限 白鷹館

講義室 

 新入生全員にとって

必修科目である． 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

各学科教員  海洋科学部教務委員

長に照会のこと． 

 海洋科学部教務委員長に照会のこと．  海洋科学部教務委員長

に照会のこと． 
 

担当教員 

海洋科学部教員（主担当：海洋科学部教務委員長） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 海洋に関して集積された研究について，基礎的な物理学，化学，地質学，生物学，生態学の視
点からの取組みを理解することを目標とする，新入生のための海洋学の授業である．海洋を含む
広く水圏に見られる事象について自然科学的視点から解説し，海洋および水圏に見られる事象の
原因と結果を理解する．また，地球環境の保全という課題に応え，環境保全の重要性を認識する
ことで，東京海洋大学で海洋科学および海洋工学に関する幅広い専門領域を学ぶ上で基礎知識と
して必要な内容を習得する． 
 東京海洋大学における修学と研究活動をこれから進める上での基礎知識として必要な内容を

含む．総合科目の根幹をなす授業科目の一つである． 
 

Ｃ：科学基礎 
Ｄ：水産・海洋基礎 
Ｅ：専門知識 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

 海洋学における幅広い知識を習得することで，それらを科学的視点から説明できるようにする．具体的には，自然科学

のひとつである海洋学に関する幅広い知識を，次項「授業の計画 」に記した項目ごとに整理して理解できるようにする．
（C,D,E） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 海の成り立ちや構造、海流および深層水の状態とそれらの変化がもたらす諸
現象，水の循環と海水に含まれる化学物質の内容やその働き，海洋計測法の知
識などについて，主に物理学的および化学的視点から解説する．地球環境の保
全という大きな課題に海洋科学の視点から取組み，その重要性を講義する． 
 授業は概ね下記の項目順に進めるが，担当教員及び講義テーマは毎回変わる。

詳細は掲示等で確認されたい． 
１．特別講義（表題は追って通知する） 
２．海と地球環境 
３．流れのしくみ 
４．海の汚染・修復・モニタリング 
５．海の生態系 

６．海から電気を得よう 
７．鯨の世界 
８．物質の循環 

（予習のあり方）  
 授業の前に海洋科学に関する入門書
等を読んでから授業に臨むこと． 
（復習のあり方） 
 授業後に講義の内容について再度理

解し、海洋生物学における各研究分野
の位置と役割なども理解しておくこ
と． 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

 資料は適宜配布する．参考書などについては，授業の中で紹介する． 

評価方法 評価基準 

 毎回の授業の中で課題またはレポートを課し、その提出
をもって出席とする．レポートの内容が貧弱で授業内容を
把握していないと判断される場合、出席とは認めず欠席と
見なす．授業の出席状況自体は成績評価基準ではないが，
次項に示すとおり 3回以上の欠席は「不可」となる． 
 

 成績は提出されたレポートと授業への取組みを総合して
評価する．すなわち，各授業を総括する複数のレポートか
ら判定される与えられた課題に対する理解度によって，上
記「学生の達成目標」に示した項目を達成できたと判定さ
れる場合に限り，60 点以上の評価を与える．ただし，3 回
以上の欠席は「不可」とする． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験を実施しないので、答案の返却等は行わない。レポートの返却・解説等は担当教員が個別に行う場合がある。 

履修上の注意点 

・新入生全員に対して，本授業科目は必修に指定されている． 
・レポートの提出方法などは各教員で異なることがあるので注意されたい． 
 



船の科学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/必修/1単位 前後期 金曜日 ５時限 白鷹館

講義室 

－ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

南 清和 取りまとめ教員 南清和  

越中島キャンパス1号館

3階教員室 

取りまとめ教員  南 清和 

minami@kaiyodai.ac.jp 

随時対応しますが、予めメ

ールでアポイントをとっ

てください。 
 

担当教員 

南清和、田丸人意、鹿島英之（汐路丸船長）、刑部真弘、木船弘康、渡邉豊 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

[目標・内容] 
船に関する基礎的な事項を入門偏として分かりやすく解説することにより、本学が目指す学生像
である素養と能力について、特に１）海洋に対する科学的認識を深化させ、自然環境の望ましい
活用方策を提示し、実践する能力、２）論理的思考能力、適切な判断力、社会に対する責任感を
もって行動する能力、３）現代社会の大局化した諸課題について理解・認識し、対応できる実践
的指導力、４）豊かな人間性、幅広い教養、深い専門的知識・技術による課題探求、問題解決能

力、５）国際交流の基盤となる幅広い視野・能力と文化的素養に関する内容を基礎的に学ぶこと
に主眼を置くものである。この授業を学ぶことにより「海を知り、守り、利用する」ことに対す
る重要なツールである「船」について上記の主眼を育む授業を行う。 
[方法] 
主としてパワーポイントを使って講義しますが、演習や討論も行います。 
 

Ｄ：水産・海洋基礎 
Ｅ：専門知識 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

船の運航と技術に関して理解し、説明できるようになる。（D,E) 
船と社会のかかわりに関する技術に関して理解し、説明できるようになる。（D,E) 
船が海や大気の環境保護に関する技術について理解し、説明できるようになる（D,E) 
および上記学習目標に対し７０パーセント程度の内容が理解されること 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は以下の順番にて実施する予定であるが、理解度・進捗度により前後する

場合がある。 
１．船の安定性、２．練習船の航海、３．船と舵、４．海洋エネルギー ５．
船のエンジン、６．ロジスティクスとは 

授業計画にある題目について、予習す

ることが望ましい。 
授業終了後のノートおよび配布資料等
により復習を行うことが望ましい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

特別なし 

評価方法 評価基準 

[評価の方法] 
授業時間内にて行うテストによる。 
それ以外の評価を行う場合（例えばレポート課題）には授
業内でアナウンスを行う。 
テストについては、授業実施当日の内容より出題され、１）
課題に対して的確な答えを記載している。２）解答が正し

く理解されるような文面になっている。３）当該授業の内
容を理解してると認められる内容になっている。以上の点
を評価し、全て該当する答案については合格点を与える。 
 

「評価基準」 
上記学習目標の達成度で評価する。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験を実施しないので、答案の返却等は行わない。レポートの返却・解説等は担当教員が個別に行う場合がある。 

履修上の注意点 

新入生全員が受講対象となっている必修科目である。 
【履修上のマナー】 
１）受講時には私語は慎むこと。 
２）飲食は行わないこと。 
３）授業の前に、携帯電話および携帯ゲーム機等、授業に関係のない電子機器類は電源をオフにした後、カバン等にしま
うこと。 

４）みだりに座席を離れないこと。座席を離れる必要が生じた場合にはその旨を教員に申告し、許可を得ること。 
５）その他、授業担当教員の指示に従って受講すること。 
 



海と生命 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/必修/1単位 前前期 金曜日 ５時限 白鷹館

講義室 

 新入生全員にとって

必修科目である． 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

各学科教員 海洋科学部教務委員長

に照会のこと． 

海洋科学部教務委員長に照会のこと． 海洋科学部教務委員長に

照会のこと． 
 

担当教員 

海洋科学部教員（主担当：海洋科学部教務委員長） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 さまざまな生命とのかかわりについて考えながら，海がヒトやその他の生命にどのように作用
し，さらに、互いに影響を及ぼしあっているかについて理解することを目標とする．さらに，科
学研究を遂行するにあたり，技術や手法が果たす役割について理解する．生命を誕生させ生命の
宝庫である海についての興味を喚起させるような広いテーマに対して広い視野をもって取組む
ことで，生命を育む海の重要性を深く認識することを目指す．授業を通じ、特に海と生命とのか
かわりを考えながら，科学的視野を広げるよう努めることが肝要である． 
 東京海洋大学における修学と研究活動をこれから進める上での基礎知識として必要な内容を

含む．総合科目の根幹をなす授業科目の一つである． 
 

Ｃ：科学基礎 
Ｄ：水産・海洋基礎 
Ｅ：専門知識 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

 海と我々の生活とのかかわりについて自然科学的視点から幅広く考察し，海と生物との関係を理解できるようにする．

具体的には， 
1. 自然科学のひとつである海洋科学に関する幅広い知識を，次項「授業の計画 」に記した項目ごとに整理して理解で

きるようにする．（C, E） 
Ｄ） 
生命科学、生物環境科学、生物生産科学、生物資源科学の各関連科目を学部４年間で習得し，理論的知識を得る一助とな
す．（C, E） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 海洋に生息するカニ，魚，海藻などについて，生物学的な視点から系統的特

徴や食物連鎖などを解説する．さらに，資源管理的視点から水中環境や沿岸環
境との生態学的かかわりなどを解説するとともに，生命科学的視点から水産物
の有する特徴と機能性を解説する． 
 授業は概ね下記の項目順に進めるが，担当教員と講義テーマは毎回変わる．
詳細は掲示で確認されたい． 
１．微生物のはなし‐人とは異なる環境で生きるミクロなものたち‐ 

２．特別講義 
３．海藻のはなし‐沿岸生態系と私たちの食生活を考える‐ 
４．魚のはなし‐体の構造と働き 
５．漁業のはなし‐生物資源と環境の保全をめざした取り組みについて 
６．生命のはなし‐それを育む食糧の供給 
７．生命のはなし‐海洋生物とヒトとのかかわり 
８．ヒトのはなし‐ヒトは海に潜るとどうなるか 

（予習のあり方）  

 授業の前に海洋生物学の入門書等を
読んでから授業に臨むこと．  
（復習の在り方）  
 授業後に講義の内容について再度理
解し．海洋生物学における各研究分野
の位置と役割なども理解しておくこ

と． 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

 資料は適宜配布する．参考書などについては，授業の中で紹介する． 

評価方法 評価基準 

 毎回の授業の中で課題またはレポートを課し，その提出
をもって出席とする．レポートの内容が貧弱で授業内容を
把握していないと判断される場合には，出席とは認めず欠

席と見なす．授業の出席状況自体は成績評価基準ではない
が，次項に示すとおり 3回以上の欠席は「不可」となる． 
 

 成績は提出されたレポートと授業への取組みを総合して
評価する．すなわち，各授業を総括する複数のレポートか
ら判定される与えられた課題に対する理解度によって，上

記「学生の達成目標」に示した項目を達成できたと判定さ
れる場合に限り，60 点以上の評価を与える．ただし，3 回
以上の欠席は「不可」とする． 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験は実施しないので、答案等の返却は行わない。レポートの返却・解説等は担当教員が個別に行う場合がある。 

履修上の注意点 

・新入生全員に対して，本授業科目は必修に指定されている． 
・レポートの提出方法などは各教員で異なることがあるので注意されたい． 
 



海と文化 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/必修/1単位 前後期 火曜日 ２時限 白鷹館

講義室 

新入生全員にとって必

修科目です。 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

岩淵 聡文 岩淵聡文：越中島キャン

パス 3号館 1階 103室、

中田達也：品川キャンパ

ス 8号館 2階 207室。 

講義の内容その他について質問等がある場合

には、以下のメールアドレスにそれぞれ連絡

すること。 

iwabuchi@kaiyodai.ac.jp; 

picono@kaiyodai.ac.jp 

各教員のオフィスアワー

については、以下のメール

アドレスにそれぞれ連絡

すること。

iwabuchi@kaiyodai.ac.jp

; picono@kaiyodai.ac.jp 
 

担当教員 

岩淵聡文 
中田達也 
 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海洋文化について文化学や歴史学の実証的な資料を用いながら具体的な事例に基づいて解説し、

人類と海との関係を総合的に理解することを学習目的とする講義科目です。海辺を生活地とする
人類集団が、海洋環境への生態学的適応過程の中で目標志向的再調整を行いながら、歴史的・構
造的に沈殿させてきたものが海洋文化です。海洋文化を研究する主たる学問分野である海洋文化
学は、海洋人類学（漁村民俗学を含む）、海洋史あるいは海事史、水中考古学、海洋芸術学（海

洋文学を含む）の四大分野から構成されていますが、本講義ではこうした諸分野の重要トピック
をとりあげながら、学生諸君と共に、文化の側面から人間と海との関係を実証的に再考していき

たいと考えています。 

Ｄ：水産・海洋基礎 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

海洋文化に関する基礎的な知識を修得することを到達目標とする。（Ｄ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

（１）海洋文化／海洋文化学とは何か？（岩淵聡文：講義） 
（２）海の考古学（岩淵聡文：講義と小テスト） 

（３）水中文化遺産保護条約（中田達也：講義） 
（４）タイタニック号（中田達也：講義と小テスト） 
（５）ミクロネシアの伝統航海術（岩淵聡文：講義と教場レポート） 
（６）海洋画の世界（岩淵聡文：講義） 

特に予習の必要はありません。講義内
容をよく復習し、教科書をよく熟読す

ること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書は、岩淵聡文著『文化遺産の眠る海』（同人選書、2012）。参考書については、講義の際に適宜紹介します。 

評価方法 評価基準 

合計 3 回実施の小テストと教場レポートの結果を中心に評
価します。なお、全体に対する各教員の評価の割合は、回
数に比例します。 

優：100～80 点、良：70～79 点、可：60～69 点、不可：0
～59 点。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験を実施しないので、答案とレポート用紙の返却は行いません。 

 

履修上の注意点 

最初の授業の際に、講義全般に関する簡単なガイダンスを行います。 



文学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期 木曜日 １時限 講義棟

大講義室 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

青柳 恵介   連絡は１０月の第一回の講義で

アドレスを公表します 
 

担当教員 

青柳 恵介（非常勤講師） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

新古今和歌集の当代の歌人の恋の歌をよむことによって、王朝文学における一つの詩的達成を知
ることになる。905 年に古今和歌集が成立し、新古今和歌集が成立したのが 1205 年である。そ
の集の名からして、新古今は古今集の文化を再び興そうとしたルネッサンス運動のたまものであ
ったが、その間に源氏物語という大きな物語の出現があり、新古今の恋の歌は源氏物語の影響を
強く受けている。古今集という川の流れが、源氏物語という湖に流れ込み、そこからまた新古今
集という川の流れが、源氏物語という湖に流れ込み、そこからまた新古今集という川が流れ始め
る、言わば、その様相を見ることが目的である。 

Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

 日本文学の中で和歌文学がいかに大きな波及力を持って、日本人の感性を育み、一方で規制してきたことか。その中で
新古今和歌集という王朝文学の総決算のような作品が持っている意味を理解すること。われわれの感性の中に今も行き続
けている抒情性に繋がるものを新古今和歌集の中に見出すこと。（Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

新古今当代という枠組みをいささか広げて、その当代から西行法師、藤原俊成、

藤原定家、藤原家隆、慈円、藤原良経、後鳥羽院、式子内親王、俊成卿女、宮
内卿という十人の歌人をとりあげ、新古今集に選ばれた彼らの恋歌を順次よみ
すすめる。その歌々の個性を見出しつつ、彼らに共通する文学的教養、文学的
趣味、詩的技法もおさえて行きたいと思う。また、作品に直接的に影を落とし
ているとは限らないが、それぞれの歌人が実人生においてどのような生涯を送
ったかについてもふれつつ作品を味わいたい。 
 授業の目的で書いたように、新古今当代の恋歌の多くはいちじるしい源氏物

語の影響下に詠まれている。ことばを換えて言うなら新古今当代の歌人たちは
和歌という短詩型に物語世界をどれだけとり込めるかという実験を行っている
のである。その方法（本歌取り・本説取り）についての理解が得心の行くよう
に配慮するつもりである。 
 

 予告された歌人の歌をテキストの中

から選び出し、参考書等の評釈をあら
かじめ読んでおき、個々の歌の大意を
つかむ。配布された資料を参考に、個々
の歌の自分なりの感想をノートに記し
ておく。また授業で紹介された関連文
献に目を通すこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

「新古今和歌集」なら何でもよい（手軽に入手するには岩波文庫版） 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を期末試験（１００％）で評価する。 
 

新古今和歌集の歌を適切に現代語訳できるかをまず問う。
また、その和歌を理解するために必要な知識を習得したか
を問う。さらに、当該の和歌をどのように鑑賞したか自由
記述で論ずる問題を出す。 

 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、試験問題に関する質問をメール等で受け付ける。 
 

履修上の注意点 

特になし 



人文地理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期 火曜日 １時限 講義棟

大講義室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

三原 昌巳 / 教務課へ問い合わせてください。 アポイントの取り方を初

回の授業で知らせる。 
 

担当教員 

三原 昌巳 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

私たちはこの地球上で生活する個々の主体であり、地理学は地表面の諸事象を空間的な位置関
係や広がりなどから研究する学問である。講義では、人文地理学の基礎理論や概念を学び、人文
地理学的な考えを理解する。講義の前半（第１回～第４回）では、地図と近代地理学の成立過程
を学び、地理学の守備範囲について考える。講義の後半（第５回～）では、産業立地や経済活動
について地域の特性の知識・理解を深める。この講義をとおして、総合的な視点で地域を見つめ、
私たちの住む地域にはどのような問題があり、どのように解決できるのか、さらには、今後の課
題は何かを考える。 

○J（問題解決能力）、
◎K（総合的判断） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１ さまざまな主題図が読めるようになる（K） 
２ 人文地理学の基礎概念と方法について自分の言葉で説明できるようになる（K） 
３ 私たちが暮らす地域についての探究心を持ち、自分なりの意見を述べることができるようになる（J、K） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の順番で講義を行うが理解度・進捗度により前後する場合がある。 
１ ガイダンス 
２ 地図と地理学について 
３ 地形図と測量技術について 
４ 近代地理学の成立 
５ 地域区分（１） 
６ 地域区分（２） 

７ 立地論（１） チューネンの農業立地論 
８ 立地論（２） ウェーバーの工業立地論 
９ 立地論（３） クリスタラーの中心地理論 
１０ 都市の内部構造（１） 都市と農村、田園都市 
１１ 都市の内部構造（２） 同心円地帯モデル、扇形モデル、多核心モデル 
１２ 都市の内部構造（３） 都市のアメニティ、再開発 

１３ 地域政策（１） コンパクトシティ 
１４ 地域政策（２） 持続可能な地域づくり 
１５ まとめ 
 

予習： 
次回授業の該当範囲についてテキスト
を読んでおくこと。 
復習： 
授業時間内に指示されたものを読み、
復習しておくこと。次回の授業では前
回の内容を理解したという前提で話を

進める。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

上野和彦・椿真智子・中村康子編著 2007. 『地理学基礎シリーズ１ 地理学概論』朝倉書店． 
授業中にレジュメを配布する。 

 

評価方法 評価基準 

平常点 50%（授業内の小テスト）、期末試験 50% 2/3 以上の出席率かつ達成目標に記載した３項目を最低限
習得している場合にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

履修は、地理学の予備知識を前提としない。 



ヨーロッパ文化論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期 月曜日 ５時限 講義棟

大講義室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小山 尚之 5号館 208室 nkoyama@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0570 月曜日 12:00～13:00 

 

担当教員 

小山 尚之 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業は学生が広く学問的知識を身につけ、柔軟な総合的判断力を修得することをめざ

すものである。本講義ではヨーロッパ文化の根底にあるユダヤ教文化、キリスト教文化につ
いての知識と理解をもち、その影の部分としてあらわれた反ユダヤ主義の歴史について認識
することを目標とする。授業の方法は、テキストにもとづいた講義、および映像を見ること
からなる。現代のヨーロッパ、とりわけフランスにおいては、ユダヤ人虐殺の記憶は乗り越
えられた過去の遺物ではない。その記憶は今日も現前しており、思想家や芸術家たちに新た
な倫理を模索させている。学生にはこの授業において国際交流の基盤となる幅広い視野と文
化的素養を修得することが求められている。 

◎K:総合的判断、 

○A:コミュニケーション 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．ヨーロッパ文化について理解し総合的な判断力が持てるようになること。(K) 
2．論理的かつ説得力のある文章表現が書けるようになること。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおよそ以下の順序に基づいて講義する予定。 
1．３つの一神教 

2．モーゼとユダヤ教   
3．フロイトの理論 
4．バビロン捕囚以後のユダヤ人のディアスポラ 
5．イエスの生涯と宗教画（１） 
6．イエスの生涯と宗教画（２） 
7．パウロの解釈 

8．初期キリスト教の教義論争 
9．反ユダヤ主義の歴史（１）中世ヨーロッパ 
10.反ユダヤ主義の歴史（２）ルターからフランス大革命 
11.反ユダヤ主義の歴史（３）19世紀ヨーロッパ 
12.ドレフュス事件とシオニズム 
13.ナチスの反ユダヤ政策 
14.ユダヤ人の絶滅 

15.パレスチナの問題 
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
「授業の計画」の内容について予習を

しておくことが望ましい。必要がある
ときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に授業の内容について再度、整
理・理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

参考書：アンドレ・シュラキ『ユダヤ思想』（文庫クセジュ） 
    エルヴェ・ルソー『キリスト教思想』（文庫クセジュ） 
    秦剛平『新約聖書を美術で読む』（青土社） 
    レオン・ポリアコフ『反ユダヤ主義の歴史』（筑摩書房） 

    ハンナ・アーレント『全体主義の起源』（みすず書房） 
    ジョルジョ・アガンベン『アウシュヴィッツの残りのもの』（月曜社） 

評価方法 評価基準 

成績配分は、提出物（20％）、中間レポート（30％）、期末
試験（50％）とする。期末試験での持ち込みは不可である。
試験では授業内容の習得度が評価対象となる。 

達成目標に記載した 2 項目を最低限クリアーしている場合
にのみ 60%以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案および模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

4回を超える欠席の場合、単位を与えない。 



現代ヨーロッパ論 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期 金曜日 ５時限 講義棟

２２番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

稲本 守 ５号館３０４室 inamoto@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0651 毎火曜日午前１０時３０

分～１２時（なるべく予め

メールにてアポイントを

とって下さい） 
 

担当教員 

稲本 守 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

ヨーロッパは、「民主主義」と「市場経済」に続いて、経済的・政治的「地域統合」を新潮流と
して世界に向けて強烈に発信しつつある。本講義のねらいは、既に国際社会におけるスタンダー
ドとなりつつあるこれらの基本理念がいかにして形成され定着したかについて、戦後ヨーロッパ
の歴史を通じて理解を深めることにある。 
そのため、とりわけヨーロッパ近・現代史を、これまでのように「各国史」の集大成としてでは

なく、ヨーロッパ「地域史」として再構成してみたい。  
更に本講義では、戦後ヨーロッパを揺るがした政治的・経済的・文化的諸事件（東西冷戦、スエ
ズ動乱、フランス５月危機、ドル・ショック、石油危機、東西ドイツ統一、コソボ問題 etc）を
取り上げ、これらが欧州統合や戦後世界史の動きにどのような影響をもたらしたかについて検討

する。 

Ｊ：課題解決能力 
Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

現代ヨーロッパの歴史的背景を理解する（Ｋ）。 
統合ヨーロッパの現状を的確に把握する能力を習得する（Ｋ）。 
取得した理解力を、他の地域、とりわけアジア情勢の分析等に関連づけられるようにする（Ｋ、Ｊ）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．導入：「西洋の没落」と「パン・ヨーロッパ」 
２．東西冷戦の始まり 
３．戦後欧州統合運動の始まりと欧州審議会 

４．ジャン・モネと、欧州石炭鉄鋼共同体 
５．欧州防衛共同体の挫折と、東西軍事ブロックの成立 
６．ヨーロッパ経済共同体の成立 
７．ＥＥＣからＥＣへ 
８．経済危機とユーロ・ペシミズム 
９．デタント時代の欧州統合と独仏協調 

10. 欧州議会と欧州連合条約草案の意義 
11．単一欧州議定書と欧州市場統合 
12．通貨統合 
13．政治同盟と欧州連合 
14. EUと安保共同体 
15. まとめ：欧州統合は、世界に何をもたらしたか 

現代史の知識が十分でない者は、授業
の進行に合わせて、高校時代の教科書
等を利用して、知識の整理に努めて予

習を行うこと。授業後は、講義内容を
ふまえてＥＵの最新の動向について新
聞・雑誌等の記事を読むことにより、
現代ヨーロッパ U がかかえる問題点の
把握に努めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

開講時に参考文献目録を配布するが、さしあたり 藤井 良広 著「ＥＵの知識」（日経文庫 966 円）等を参考にするこ
と。 

評価方法 評価基準 

定期的に実施する小テスト及び、小テストのみでは不足す
ると判断される場合には最終的な達成度を確認するレポー
トを課す。 

 

レポートを実施する場合は定期小テスト７０％、レポート
３０％の割合で総合評価を行う。現代ヨーロッパを理解す
るためのキーワードを適切に理解し、これらを正しく説明

する能力を身につけているかどうかを評価基準とし、６０
点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

授業期間中に、欧州政治に関わる最新情報があった場合、これを随時取り上げるが、履修者の方でも新聞の国際面等を日

ごろから注意して読む習慣をつけてほしい。 



英米社会文化入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 水曜日 ４時限 講義棟

３２番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大野 美砂 大野美砂研究室（5 号館

2階 204 室） 

misa@海洋大のアドレス 月曜日 3限、水曜日 3限 

 

担当教員 

大野 美砂 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、文学作品、手紙、日記、映画など、様々な資料を利用しながらアメリカ
合衆国の歴史や文化について学ぶとともに、様々な視点からアメリカを検討することによ
り、批判的な思考法や国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることを目的とする講義
科目である。 
 私たちの日常生活には、ディズニーのキャラクターやハリウッド映画から政治のニュー
スに至るまで、アメリカの情報が溢れている。しかし私たちはアメリカのことを深く理解
しているとは言い難い。本科目では、アメリカの歴史や文化、社会の様々な側面について

多様な視点から講義をしたいと思う。クラスではまた、英語で書かれた資料を読んだり、
映画を鑑賞したりすることで、理解を深めたいと思う。 

○A:コミュニケーション、 
◎K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．アメリカの歴史や文化の概観を知る（A、K) 

２．様々な側面からアメリカを研究することで、批判的な思考法を習得する（K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は、およそ次のような予定で進められる。 
１． ガイダンス 
２． 歴史（１） 
３． 歴史（２） 
４． 歴史（３） 
５． 地理 
６． 自然環境 

７． 文学 
８． 宗教 
９． 美術 
10． 音楽 
11． 映像文化 
12． 身体文化 

13． 政治 
14． ジェンダー 
15． 世界の中のアメリカ 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予習のあり方：受講生は授業の前にテ
キストの該当する部分を読んでおく。 
復習のあり方：授業で扱った内容につ
いて、再度テキストを読んだり資料を
整理することで理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『アメリカ文化入門』（杉野健太郎他著、三修社、2010年） 

評価方法 評価基準 

【成績評価の方法】試験（80%）、レポート・発表（20%）の
得点の合計結果によって評価する。 

１．アメリカの歴史や文化の外観を理解している 
２．批判的な思考力を修得する 
上記の達成目標を最低限クリアーしている場合のみ、60%
以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

3回を超える欠席は不可。 



英米表象文化入門 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 水曜日 ５時限 講義棟

大講義室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

日台 晴子 5号館 206 h-hidai@海洋大アドレス オフィス：5号館 206 

オフィス・アワー：月曜日 3限・

昼休み、水曜日昼休み・4限 

 
 

担当教員 

日台 晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

イギリスの諸事情に関する知見を深める講義コースである。イギリスは、アメリカ以外で
英語が通じる国の一つではあるが、社会的にも文化的にもアメリカとは異なる点が多い。
イギリスの社会のしくみやその問題、文化、歴史について、映画や文学作品なども題材と
して多角的に学ぶことを目標とする。国際交流の基盤となる幅広い視野・能力と文化的素
養を養成するため、学生が興味を持って見る、読むことができる映像作品や文学作品を取

り上げ、そこに現れる表象を通して、イギリスという国、人々、社会やその問題に関する
知識を身につける。授業では、ワークシートでイギリスに関する基礎知識を学びつつ、関
係する文化表象について作品を通して学ぶ。 

A（コミュニケーション）, 
 K（総合的判断） 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

英語の成り立ち、地理・環境、歴史、文学、映像文化、教育制度、社会階層、政治に関する基礎知識と,多角的に国やそ
の人々、社会、文化を見る視点を習得する。(A, K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

イギリスの歴史をはじめとする諸事情について講義する。 
１．ガイダンス 
２．イギリスと英語の歴史 
３．言語  
４．言語 （マイ・フェア・レディ） 
５．自然環境 

６．自然環境とヘリテージ映画（眺めのいい部屋） 
７．社会階層と教育 
８．社会階層と教育（日の名残り） 
９．大英帝国と植民地 
１０．大英帝国と植民地（インドへの道） 
１１．多文化社会 

１２．多文化社会（ぼくの国、パパの国） 
１３．政治 
１４．政治（理想の結婚） 
１５．お笑い大国イギリス（モンティー・パイソン、Absolutely Fabulous） 
※ 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。   
 

予習のあり方：受講生は授業の前にテ
キストの該当する部分を読んでおく。 
復習のあり方：授業で扱った内容につ
いて、再度テキストを読んだり資料を
整理することで理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

『イギリス文化入門』（三修社） 

評価方法 評価基準 

「達成目標」に到達した場合のみ、定期試験でのイギリス
に関する基礎的な知識の習得度と授業で学んだイギリスに
ついての考察の充実度で評価する。 
定期試験―100%（知識-60%、論述－40%） 

 

すべての評価項目において達成目標を最低限クリアーして
いる場合にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。 
 

履修上の注意点 

授業で指定した文学作品は必ず読んでくること、また指定映画は必ず観ること。参考図書（授業時に配布）を読み、定期

試験の論述問題に備えること。 



哲学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期 火曜日 ３時限 講義棟

大講義室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

手塚 博  deco164[at]yahoo.co.jp  

 

担当教員 

手塚 博 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

哲学がどのような営みなのかを理解し、自ら哲学的思考を展開するための方法の獲得を目標とす

る。そのために、実際に近代以降の哲学者の文章を読み進めていく。 
 その際、近代科学の成立が、現実を理解するあり方に与えた影響の大きさに注目する。数式に
よって世界の秩序が表現されること、また、日常において世界を理解するうえで決定的に重要な
感覚に対する不信が生じたこと、これらの自覚が近代哲学を方向付けた。 
現在の世界が成立するにあたって、科学技術は第一の重要性をもつ。近代科学が何をもたらし、
いかにして我々の世界観の基盤になったのかを理解することを目標とする。 
 なお、教材として授業内でプリントを配布する。 

 

Ｂ：技術者倫理 

Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

上記の授業内容を十分に理解した上で、自分の見解を説得的に論じられること。(K) 

哲学・宗教・科学の密接な関係を理解すること。(B) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のような順序で講義を行う。ただし、受講者の関心や興味、理解度によっ
ては変更することもありうる。また「質疑応答」の回は、区切りのよいところ
で受講者に感想や考えを書いてもらったうえで、それに対して講師からのコメ
ントをし、さらにそれに対する受講者からの応答を求める。 
１ イントロダクション 
２～５ デカルト：近代科学の成立 

６ 質疑応答（１） 
７～９ パスカル：論証と直観  
10 質疑応答（２） 
11～14 ニーチェ：ニヒリズムの時代 
15 質疑応答（３） 
 

予習は必要としない。 
復習としては、配布資料（引用集）と
ノートを手元に置いて、繰り返し読み
返すことを求める。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業内で資料（引用集）を配布する。 

評価方法 評価基準 

論述形式の期末試験のみで評価する。(100%) 期末試験では、次の三つの基準を満たした場合にのみ、60
点以上の合格点を与える。 
1 講義内容を一定以上理解できているか 
2 答案が明晰な日本語で書かれているか 

3 自分の思考を論理的に展開しているか。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、不明な点があればメールで質問を受け付ける。 

履修上の注意点 

 



哲学史 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 火曜日 ２時限 講義棟

３４番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

手塚 博  deco164[at]yahoo.co.jp  

 

担当教員 

手塚 博 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

近代政治哲学史における「社会」観の変遷について考える。あらゆる人間は既に存在している社

会の中に誕生する。その意味で、人間は社会によって形成される。しかしその一方で、特に近代
において、社会は単なる所与ではなく、諸個人が何らかの形で紐帯を形成することによって存立
するとの発想が支配的になった。だが、資本主義の進展に伴って、19 世紀以降においては、産
業化の進展と共に、社会に対する帰属意識とは無関係に、個人が社会的過程に巻き込まれている
という事態が自覚されるようになった。そして、個人観あるいは人間観は、社会観と相関的に形
成される。科学技術は社会の在り方を変え、人間の生の条件を作り変えてきた。重要な思想的テ
クストを読み、「社会」観の変遷を歴史的に辿ることで、技術者が中心的な一角を占めながら作

り出すものであると同時に、技術者の在り方を規定するものでもある社会の姿を概念的に捉える
ことを目標とする。 
なお、教材として授業内でプリントを配布する。 
 

Ｂ：技術者倫理 

Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

上記の授業内容を十分に理解した上で（Ｂ）、自分の見解を論理的・説得的に論じられること（Ｋ）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のような順序で講義を行う。ただし、受講者の関心や興味、理解度によっては変
更することもありうる。 
 １ イントロダクション 
２～６ ジャン＝ジャック・ルソー『社会契約論』 
  法と権利による国家の創設 

７～１０ アレクシ・ド・トクヴィル『アメリカのデモクラシー』  
  デモクラシーと専制 
１１～１４カール・マルクス／フリードリッヒエンゲルス『ドイツ・イデオロギー』 
  資本主義と人間の生 
１５ 全体のまとめ 
 

予習は必要としない。 
復習においては、配布プリント
とノートを再読すること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

授業内で資料（引用集）を配布する。 

評価方法 評価基準 

論述形式の期末試験のみで評価する。(100%) 期末試験では、次の三つの基準を満たした場合にのみ、60
点以上の合格点を与える。 
1 講義内容を一定以上理解できているか 
2 答案が明晰な日本語で書かれているか 

3 自分の思考を論理的に展開しているか。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

期末試験終了後、不明な点があればメールにて質問を受け付ける。 

履修上の注意点 

 



心理学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 金曜日１時限大講義室 可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

関 博紀 該当なし（必要に応じて

右記に連絡すること） 

univmarine.seki [ at ] gmail.com 

（アットマークを変えて送ること） 

該当なし（必要に応じて左記に

連絡すること．講義内容への質

問は随時歓迎します） 
 

担当教員 

関 博紀 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

【目標】  
「心」を生態学的に理解する 
【内容】 
わたしたちはいつも，環境の中を動き回り，環境の何かを知っています．この講義では，こうし
た「動き回ること（行為）」と「知ること（知覚）」に焦点をあてて，「心」のはたらきを考えて
いきます．その際，こうした営みが，常に「環境」に取り囲まれていることに注目します．数多
くの具体例を確認しながら，行為や知覚を，ヒトと環境が結びついた系（ヒト－環境系）として

理解し，「心」を生態学的に捉える視点を養うことが目標です．また，以上の考察を通して，将
来科学や技術にたずさわる者が，広義の環境づくり（環境デザインや政策デザイン）について考
える際の視点も養う予定です． 
【方法】  
スライドや映像を用いて講義する．コメントペーパーを適宜配布し理解度をはかる． 

○ B: 科学者倫理 
◎ C: 科学基礎 
◎ K: 総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

【１】 知覚や行為を周囲の環境とともに捉えることの重要性を説明できる．その際，心理学や認知科学におけるいくつ
かのアプローチについて説明できる．（C, K） 

【２】 ヒトや動物の営みを支える環境資源（生態学的情報とアフォーダンス）の存在を理解し，自分たちが暮らす生活
環境を生態学的な視点から把握することができる．（B, C） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

環境を見たり聞いたり，歩いたり，何かをつくったり，といった日常的な営み

を取り上げて，そこに見出すことのできる「心」のはたらきについて講義する
（進捗や理解度によって以下は変更する場合がある）． 
[1]  ガイダンス（講義の概要と進め方） 
[2,3] 日常にみられる心のはたらき 
[4]  心のはたらきはどのように扱えるのか？ 
[5,6,7]現代の代表的なアプローチ 

[8]  ダーウィンのミミズの心理学 [9,10,11,12] 生態心理学のアプローチ 

[13,14]デザインと心理学  [15] まとめと復習 

【予習のあり方】  

ガイダンスで触れた内容に注意を向け
ておくこと．必要のあるときは改めて
指示をする． 
【復習のあり方】 
関心を持った点について参考書等で理
解を深める．日常の経験を通して考察

を深める． 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

【参考書】 
『包まれるヒト』佐々木正人編（岩波書店） 
『アフォーダンス』佐々木正人（岩波書店） 
『生態学的視覚論』J.J.ギブソン（サイエンス社） 

『アフォーダンスの心理学』E.リード（新曜社） 
詳細は授業内で紹介する． 

評価方法 評価基準 

講義期間中に実施する小課題（論述形式・30%）と，学
期末の最終課題（レポート形式・70%）にもとづき，総
合的に評価する．合計 60点以上の者に合格を与える． 

【最終課題の評価基準】 
１）講義で取り上げた具体的事例を理解できている or 関連す

る具体例を独自に挙げている（40%） 
２）１の背景にある心理学的アプローチについて，講義内容を

踏まえて説明・考察している（40%） 
３）１と２を踏まえて独自の問題提起がなされ，それへの回答

がある（20%） 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

答案は返却しない（履修者多数のため）．小課題については，授業内で模範解答を示す．最終評価が確定した後，各課題
の結果概要を示す予定．概要には，各課題の最高，最低，平均の各点，最終評価（優～不可）の分布，特に成績の優秀な

者（学籍番号）を含める予定（変更の可能性あり）． 

履修上の注意点 

受講態度は厳しく評価します． 



生命倫理 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期 金曜日 ５時限 講義棟

大講義室 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

萩原 優騎 5号館 308号室 yhagiw0 (at) kaiyodai.ac.jp (at)を@に

変えてください。 

メールで事前にアポイント

メントをとってください。 
 

担当教員 

萩原 優騎 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本講義では、生命倫理学と環境倫理学の主要な論点を概説する。近代化によって科学技術が発達
した結果、その影響によって各種の深刻な社会問題も発生した。その多くは、これまでに人類が
経験したことのない性質を有するものである。それゆえ、伝統的な倫理学を参照するだけでは、
こうした問題の解決策を見出すことはできない。過去の偉大な倫理学者たちは、現代の科学技術
については全く知らない状況で思索を展開していたからである。また、問題の性質が学際的・領
域横断的であるゆえに、一つの視点からのアプローチだけでは、その全体像をとらえることは困
難である。様々な観点から事象を分析する手法が研究者に求められる状況で、倫理学にはどのよ

うな課題と可能性があるだろうか。この問いについて明らかにすることを、本講義の目標とする。 
授業形態：講義 

B：技術者倫理 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

生命倫理学や環境倫理学の基礎的な知識を習得する（B）。 

科学者や技術者として、生命や環境の問題にどのように向き合えばよいのかということを多角的に考える（B）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の予定は暫定的なものである。進捗状況や受講者の理解度に
応じて変更する場合もある。 
 
１ ガイダンス 
２ 生命倫理学とは何か 
３ 脳死・臓器移植 
４ 安楽死 

５ 生殖医療 
６ 遺伝子操作 
７ 科学技術の倫理 
８ 専門家と非専門家の関係 
９ 環境倫理学とは何か 
10 自然の権利 

11 地球環境問題 
12 地域社会と環境持続性 
13 環境社会学の視点から 
14 参照枠としての倫理学 
15 期末試験 

予習：参考書を事前に読むことを勧める。 
復習：毎回の講義後に、十分に復習してほしい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：使用しない。 

参考書： 
市野川容孝（編）『生命倫理とは何か』平凡社 
加藤尚武『現代倫理学入門』講談社学術文庫 
鳥越皓之『環境社会学――生活者の立場から考える』東京大学出版会 
平川秀幸『科学は誰のものか――社会の側から問い直す』生活人新書 

評価方法 評価基準 

期末試験 100%。 評価基準は、十分に理解を深めているか否かであり、達成目標とし
て示した事柄に鑑みて、その有無を総合的に評価する。目標を達成
していると判断した場合、60%以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

簡単によい成績をとりたい学生には、受講を勧めない。しっかり学習しなければ、試験に合格することはできない。 



生命文化 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/2単位 前学期 金曜日 ４時限 講義棟

２２番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

萩原 優騎 5号館 308号室 yhagiw0 (at) kaiyodai.ac.jp (at)を@に

変えてください。 

メールで事前にアポイント

メントをとってください。 
 

担当教員 

萩原 優騎 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

生と死は、人間が人生を歩んでいく中で常に重要な関心の対象となってきた。それゆえ、人々は
文化的な活動を通じて、生と死の意味を探究してきた。科学や技術が発展する過程で、生や死へ
の人々の関わり方はどのように変化してきたのだろうか。近代化の結果、人々はどのような問題
に直面したのだろうか。そうした変化の過程と結果について、特に生命倫理学の諸問題に焦点を
合わせ、学際的に検討することを本講義の目的とする。生命倫理学や環境倫理学に関わる理論を
紹介するとともに、受講者が自らの人生に関わる問題として具体的に考えるためのヒントになり
得る事例も提供する。  

授業形態：講義とディスカッション 

B：技術者倫理 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

科学や技術の発達に伴う諸問題を、文化的な側面から理解する（B）。 
科学者や技術者として、生と死の問題にどのように向き合えばよいのかということを多角的に考える（B）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の予定は暫定的なものである。進捗状況や受講者の理解度に応じて変更

する場合もある。 
 
１ ガイダンス 
２ キリスト教の生命観：人と自然との関係を中心に 
３ 近代化の生命観への影響 
４ 現代医療の諸問題と生命観 
５ アニミズムの伝統における人と自然との関係 

６ ミクロネシアの海洋資源管理と生命観 
７ ディスカッション 
８ 環境倫理学の視点から 
９ 現代社会における海産物の流通と生命観 
10 レジリエンスの設計と生命観 
11 政治文化と生命観 

12 精神分析の視点から 
13 科学・技術の発達と欲望 
14 研究・開発の倫理と生命観 
15 東日本大震災以降の生命観 

予習：参考書を事前に読むことを勧める。 

復習：毎回の講義後に、十分に復習してほ
しい。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：使用しない。 
参考書： 

市野川容孝（編）『生命倫理とは何か』平凡社 
立木康介『露出せよ、と現代文明は言う――「心の闇」の喪失と精神分析』河出書房新社 
村上陽一郎『人間にとって科学とは何か』新潮選書 
森本あんり『現代に語りかけるキリスト教』日本基督教団出版局 

評価方法 評価基準 

ディスカッションのまとめと感想 20%、期末試験 80%。 評価基準は、十分に理解を深めているか否かであり、達成

目標として示した事柄に鑑みて、その有無を総合的に評価
する。目標を達成していると判断した場合、60%以上の評価
を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

より詳細に関しては、初回のクラスにて説明する。 



科学史 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期 火曜日 ３時限 講義棟

２２番教室 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

柿原 泰 5号館 309 号室 電子メール：ykakihar@kaiyodai.ac.jp 講義終了直後に口頭で、または電子メール

でアポイントメントをとってください。 
 

担当教員 

柿原 泰 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 この講義では、主に近代以降の科学・技術の社会史・制度史を概説する。そのことを通じて、
科学・技術の研究・教育システムの現状を歴史的に捉え返すことを目的とする。また、そのよう
な歴史を学ぶことを通じて、プロフェッショナルとしての科学者・技術者のあり方、その社会的
責任や倫理について考えることも目的とする。 
 各回の講義内容に関するレジュメを資料として配布し、講義を進めていく。各回の講義に対す
る質問や意見を、講義時間中だけではなく、ウェブ上の授業支援システムを通じて受け付け、で
きるだけフィードバックを行ないながら進めていく予定である。 

◎Ｂ：技術者倫理 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

 近代以降の科学の社会史・制度史の概略を理解し、科学者・研究者にまつわる社会的責任・倫理的問題について、問題
意識を持ち、考察できるようになること。（Ｂ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 科学・技術の研究・教育システムの現状や近年の科学・技術をめぐる社会的・倫
理的問題について、導入として概説したうえで、いくつかの視角から、近現代の科

学の社会史について解説する。ついで、20 世紀後半以降における科学者の社会的
責任をめぐる諸問題について解説する。 
I. イントロダクション 
 1. オリエンテーション：授業のねらいと課題 
 2. 科学・技術と社会について考える 
 3. 科学・技術の研究・教育システムの現況と問題点 
II. 科学の社会史 

 4. 科学・技術と近代日本 
 5. 中世における大学の誕生とプロフェッション 
 6. 17世紀の科学革命、近代科学の誕生 
 7. フランス革命とエコール・ポリテクニク 
 8. ドイツ近代大学の建設と実験室教育 
 9. 基礎研究の勃興と戦時科学技術動員 

10. 原爆開発と科学・技術者       II. 科学者・技術者の社会的責任 
11. 核／原子力時代               12. 公害事件と科学者 
13. 組み換え DNA実験とアシロマ会議  14. 科学・技術の体制化とその問い直し 
15. まとめ 
個々のトピックについての歴史的理解を深めるとともに、全体を通じて科学・技術
のあり方について社会的側面から捉え直していく契機となるよう進めていく。 
（なお、授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。） 

（予習のあり方） 
 このシラバスをよく読んでおく

こと。「授業の計画」を参照し、参
考図書や関連図書を読んでおくこ
とが望ましい。さらに必要のあるこ
とがらは別途指示する。 
（復習のあり方） 
 講義内容の理解を深めるために、
理解不足のところや疑問点などに

ついて整理しておくこと、さらに紹
介された参考図書や他の自分で探
した関連図書をよく読み込み、日々
考察を重ねること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：とくに指定しない。レジュメ等の資料を配布する。 
参考図書：古川安『科学の社会史』（南窓社）、村上陽一郎『科学者とは何か』（新潮社）、その他についても講義時間中に
随時、紹介する。 

評価方法 評価基準 

論述式の問題を中心とした学期末試験および

学期末レポートにより評価する。講義内容の
理解度、および自らの考えが深まったかどう
かを評価する。 

「近代以降の科学の社会史・制度史の概略を理解し、科学者・研究者に

まつわる社会的責任・倫理的問題について、問題意識を持ち、考えるよ
うになること」という達成目標について、講義内容の理解度、自らの考
えが深まったかどうかを総合的に評価し、60 点以上を合格とする。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

学期末試験の答案回収後、残り時間に試験の解答について解説を行なう。後日、指定の期間に教員室にて答案の提示を行
う。 

履修上の注意点 

将来、自分が科学者・研究者になりたいと希望する者は、取り上げられる話題を単なる過去のこととして片付けるのでは
なく、自分の問題でもあることを肝に銘じて、どのような科学者・研究者になるべきなのか、という問題意識をもって考
えてほしい。 



技術史 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/2単位 後学期 金曜日 ４時限 講義棟

３４番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

柿原 泰 5号館 309号室 電子メール：ykakihar@kaiyodai.ac.jp  講義終了直後に口頭で、または電

子メールでアポイントメントをと

ってください。 
 

担当教員 

柿原 泰 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 この講義では、近年とみに話題にのぼるようになった科学・技術の社会的・倫理的諸問題を考
える。そのためには、いわゆる「倫理」のみではなく、科学・技術を歴史的・社会的に捉え返す
作業が不可欠である。そこで、いくつかの事件・事故を事例とし、適宜、映像資料も参照しなが
ら、プロフェッショナルとしての科学者・技術者のあり方、社会的責任について考えることを目
的とする。 
 各回の講義内容に関するレジュメを資料として配布し、講義を進めていく。各回の講義に対す

る質問や意見を、講義時間中だけではなく、ウェブ上の授業支援システムを通じて受け付け、で
きるだけフィードバックを行ないながら進めていく予定である。 

◎Ｂ：技術者倫理 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

 プロフェッショナルな技術者に必要とされる倫理観とはどのようなものか理解すること。科学技術が関連する事件・事
故について多面的に考察することができるようになること。（Ｂ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 はじめに、いまなぜ科学技術の倫理がしきりに問われるようになったのかに
ついて、その社会的背景を概説する。その後、歴史的・社会的視野を重視しな
がら、次のようなトピックについて講義を行なう。 
 1. イントロダクション――技術史の見方 
 2. 巨大事故の歴史社会学 
 3. 科学技術倫理の問題浮上の社会的背景 
 4. プロフェッショナルな技術者と技術者倫理の歴史 

 5. フォード社ピント事件 
 6. 公害・水俣病事件(1) 
 7. 公害・水俣病事件(2) 
 8. スペースシャトル・チャレンジャー号事故(1) 
 9. スペースシャトル・チャレンジャー号事故(2) 
10. ボパールの事故 

11. 東海村 JCO 臨界事故(1) 
12. 東海村 JCO 臨界事故(2) 
13. 食品安全問題 
14. リスク／倫理へのアプローチ 
15. まとめ 
（なお、授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。） 

（予習のあり方） 
 このシラバスをよく読んでおくこ
と。「授業の計画」を参照し、参考図書
や関連図書を読んでおくことが望まし
い。さらに必要のあることがらは別途
指示する。 
（復習のあり方） 

 講義内容の理解を深めるために、理
解不足のところや疑問点などについて
整理しておくこと、さらに紹介された
参考図書や他の自分で探した関連図書
をよく読み込み、日々考察を重ねるこ
と。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：とくに指定しない。レジュメ等の資料を配布する。 
参考図書：高木仁三郎『巨大事故の時代』（弘文堂）、村田純一『技術の倫理学』（丸善）、齊藤了文『テクノリテラシーと
は何か――巨大事故を読む技術』（講談社）、その他についても講義時間中に随時、紹介する。 

評価方法 評価基準 

論述式の問題を中心とした学期末試験およびレポートによ
り評価する。講義内容の理解度、および自らの考えが深ま

ったかどうかを評価する。（なお、学期中に課題の提出を求
めることもあるので、講義中の指示に注意せよ） 
 

「プロフェッショナルな技術者に必要とされる倫理観とは
どのようなものか理解すること、科学技術が関連する事

件・事故について多面的に考察することができるようにな
ること」という達成目標について、講義内容の理解度、自
らの考えが深まったかどうかを総合的に評価し、60点以上
を合格とする。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

学期末試験の答案回収後、残り時間に解答についての解説を行なう。後日、指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。 

履修上の注意点 

将来、自分が専門職に就いたことを想定して、自分ならどう向き合えるか、という問題意識をもって考えてほしい。また、
違う立場に立った場合はどうだろうか、と視点を変えて考えることもしてほしい。 



社会学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期 金曜日 ５時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

入江 公康    

 

担当教員 

入江 公康（非常勤講師） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

社会を偏見やイメージではなく、理論的に理解する。分析的に社会現象を捉え、現象の背後にあ

る本質にまでせまる。 
社会学の基本姿勢を知るために、社会学がどのように誕生したかということ、および社会学の古
典を学ぶ。 
現代社会を捉えるために、戦後の社会の変遷を知識として習得する。その際、戦前についても参
考にする。 
また社会学においては「権力」をどのように考えるかが重要であり、それゆえ M.ウェーバーを
はじめ、さまざまな「権力」についての考え方を紹介してゆく。 

ほか、都市、女性（ジェンダー）、階層等々の社会学的テーマを、各回ごとに講義。それぞれに
ついて社会学の新たな視点を紹介しつつ講義を展開してゆく。 

◎K: 総合判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本講義においては、社会学の考え方を知ることで、「社会」というものを、構造、機能、力関係等々から、相対的かつ理
論的に把握できるようにする。また、社会学のトピックを俯瞰していくことで、「社会」と「社会学」についての考え方
を自身で活用できるようになることを目標とする。（Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下にしたがって進行の予定（ただし、順序等に変更の可能性あり） 
１．イントロダクション 
２．「社会学」の誕生――「近代」と「社会」 
３．社会学の方法論をイメージする――社会学の古典からつかむ 
４．「戦後」を知る――「戦後」という時代を「社会」の変化から知る １ 

５．「戦後」を知る――「戦後」という時代を「社会」の変化から知る ２ 
６．現代産業社会論 
７．カルチュラル・スタディーズとは何か？ 
８．現代都市論――新都市社会学と地理的なもの 
９．「政治」と社会思想――社会のなかで政治権力を捉える（支配と抵抗） １ 
１０．「政治」と社会思想――社会のなかで政治権力を捉える（ミクロ・マクロ

の権力） ２ 

１１．「女性」と社会――フェミニズムという考え方 
１２．生産と再生産――労働と生活の社会学 １ 
１３．階級と階層――労働と生活の社会学 ２ 
１４．生物と社会――生命倫理の領域から考える 
１５．総論 

授業内で指示があった事項など、事後
に検討。 
授業内で指示があった文献などの購
読。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

視聴覚資料を適宜使用。 

参考文献などは授業内で指示する。 

評価方法 評価基準 

授業参加度４０％（小レポート提出状況を加味する） 
試験・レポート６０％ 

・講義内容を的確に把握しているか。 
・社会学的な考え方を把握できているか。 
・上記の達成目標に到達した場合のみ、60%から 100%の間

で最終評価を行う。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 

履修上の注意点 

 



基礎法学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期 金曜日 ２時限 白鷹館

講義室 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大河内 美香 5号館 3階 304号室 電話 5463-0634 

E-mail mokochi@kaiyodai.ac.jp 

アポイントメントを要する 

 

担当教員 

大河内美香 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

基礎的な法概念と日本の法制度・裁判制度の仕組みについての知識の習得を目指すとともに、海
事法規等を勉強する上で関係する法分野の基礎的な知識の習得を目指す。 

Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

基礎的な法概念、日本の法制度・裁判制度、法令の仕組み、及び民事法・行政法・労働法の基本的な仕組みを理解し、説
明できるようになることを目標とする。（Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

次の各項目を数回ずつかけて学ぶ。 
１．法とは何か、法学とは何か（法の概念・定義・特徴・存在形式等） 
２．日本の法制度概観 
３．裁判手続の概観 
４．法令の読み方 
５．民事法の基礎 
６．刑事法の基礎 

７．国際法法の基礎 
 

法学についての基礎的知識の欠けている
者は、授業の進行に合わせて参考書を用い
るなど十分な予習を行うこと。授業後は、
講義内容をふまえて我が国法制度の動向
について新聞・雑誌等の記事を読むことに
より、問題点の把握に努めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト・参考書は指定しない。教材は適宜配布する。講義の各回に、参考書を紹介する。 

評価方法 評価基準 

授業中に行う複数回の小テスト及び期末試験 

 
小テストの合計配点を 50 点、期末試験を 50 点満点として

評価する。 
試験では、学習した項目につき 
（ａ）文章中の穴埋めによる選択式問題 
（ｂ）法律学の概念に関する語句を説明する短い記述式問

題を設け、全体で 60％以上の得点で合格とする。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の終了後、残り時間に解説と模範解答の配布を行い、後日、研究室前に模範解答、採点基準等を掲示する。 

履修上の注意点 

特記事項なし。 



国際法と日本国憲法 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期 火曜日 １時限 講義棟

大講義室 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大河内 美香 5号館 3階 304号室 電話 5463-0634 

E-mail mokochi@kaiyodai.ac.jp 

アポイントメントを要する。 

 

担当教員 

大河内美香 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

憲法は国の基本法として、国民の日常生活にも深いかかわりがある。他方、憲法の在り方は国際
社会と不可分に結びついている。本講義では、両者の関係や基礎に横たわる原則を、以下の項目
に分け、数回ずつ学ぶ。 
 

Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

国際法と日本国憲法の基礎理論を理解し、説明できるようになること。（Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．ガイダンス 全体のアウトライン 
２．国際法の形式 条約・慣習国際法 
３・国際法の主体 国家 

４．国家の基本的権利・義務 主権・自衛権・不干渉義務 
５．国連の平和維持活動 
６．国家領域 領土・領海・領空 

７．国家責任 
８．憲法の基本原理 
９．基本的人権 
１０．統治機構 国会・内閣・裁判所 
１１．全体のまとめ 

日本国憲法の内容についての基礎的知
識の欠けている者は、授業の進行に合
わせて十分な予習を行うこと。授業後

は、講義内容をふまえて憲法・国際法
の最新の動向について新聞・雑誌等の
記事を読むことにより、日本国憲法に

かかわる問題点の把握に努めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

開講時に参考書を紹介し、適宜講義に際して配布物を提供する。 

評価方法 評価基準 

複数回の小テストと期末試験による 
 

小テスト 50点、期末試験 50点として、 
試験の結果、達成目標をクリアして、総合得点が 60％以上
の場合にのみ単位取得が認められる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験の答案回収後、残り時間に模範解の提示と解説を行う。指定日時に教員室前に模範解答、採点基準を提示する。 

履修上の注意点 

特記事項なし。 



経済学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期 火曜日 １時限 講義棟

３４番教室 

‐ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

高橋 周 8号館 508室 ctakah0（アットマーク）kaiyodai.ac.jp 講義の際にお知らせしま

す。 
 

担当教員 

高橋 周 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本科目は、経済の仕組みを学ぶことにあります。経済は私たち人類が生きる上での糧を得る行為
にまつわるものであり、全ての人が経済活動の主体となっているのです。言うまでもなく、受講
者である学生の皆さんも経済主体であり、日々経済活動を行っています。そのような、日常の中
にある経済について、学び、その仕組みを考えることが本科目の学習目標です。 
本科目は、講義形式で行う予定です。なお、各回のはじめには、履修学生の皆さんの経済ならび
に経済学への関心を高めるために、その当日あるいは直近に話題となった経済関係の事象につい
て、若干の解説を行います。 

 

◎D：水産・海洋基礎 
○K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

D：水産業の存立基盤である経済の仕組みを理解できる能力を身につける。 
K：経済学に特有の用語や視角を理解し、経済上の事象に対し、経済学的な視点からの評価を下すために最低限必要な知

識と思考方法を身につける。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

第 1回：海洋科学と経済学 
第 2回：経済学の体系と目的 
第 3回：市場経済システム 
第 4回～第 8回：価格決定の理論 
第 9回～第 14 回：経済政策の理論 
第 15回：人と経済の歩み 
ただし、学生の理解および関心に応じて、適宜対応していく。 

 

予習：現状の経済に関する諸問題に関
心を持ち、その情報を収集する。 
復習：講義で紹介された事象や理論に
ついて、現実の諸問題に当てはめ考察
する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

なし 

評価方法 評価基準 

学期末に行う定期試験の得点によって評価する(100％)。 
 

達成目標に記載した 2 項目を最低限クリアーしている場合
のみ、60％以上の評価を与える 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

「経済」に関心があること。講義中の問いかけには積極的に反応してもらいたい。 



近現代史 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期 金曜日 １時限 講義棟

２２番教室 

／可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

中川 雄二 越中島地区校舎 2 号館

609号室 

rusnaka@kaiyodai.ac.jp 火曜日と金曜日の 13 時か

ら 17 時まで。 
 

担当教員 

中川 雄二 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

現代世界は、社会経済のグローバル化に伴い、新たな秩序の再編成を模索している。新たな社会
経済秩序の再編の中で経済摩擦、金融・株式破綻、南北問題、労働力移動、電子・情報化、民族
紛争、遺伝子科学技術の応用、先進国の少子・高齢化、資源管理および環境保全等の諸問題を解
決することが模索されている。本講義は、現代に至る世界史的な社会経済構造の展開を解説し、
社会経済構造の変革期である現代社会の史的座標位置について認識を受講者に促すことを目的
とする。 

K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

社会経済構造の変革期である現代社会の史的座標位置を認識し、近現代の歴史の素養に基づき、経済摩擦、経済恐慌、人
口問題、格差問題、技術の革新と移転、等々の社会・経済問題について論理的かつ構造的に理解することを目標とする。
（Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1.近現代世界のはじまり(2回） 
2.産業革命(工業化)と農業革命の展開と意義（2回） 

3.資本主義と植民地化の進展（2回） 
4.近代的世界秩序の形成と展開（3回） 
5.世界経済恐慌と近代的世界秩序の破綻：ブロック経済と計画経済の発生（3回） 
6.戦後の現代的世界秩序の形成：冷戦体制下の市場経済と計画経済の展開（3回） 
 

予習の在り方：事前に配布した講義
資料にある概念や事実関係の概要

に理解しておくこと。 
復讐の在り方：講義資料に即して講
義の内容を整理・理解しておくこ
と。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

講義中に必要に応じて資料を配布する。 

評価方法 評価基準 

 小レポートの評価は、1.論理性、2.独創性、3．事実関係の
理解度からなる 3 つの基準で行う。また、期末レポートの
評価は、１．論理性、2．独創性、3．事実関係の理解度、4．
文章の体裁、5．課題との関連性からなる５つの基準で行う。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートの結果については、メールで問い合わせること。疑問点や異議申し立てについては、レポートの内容を吟味の上、
説明する。 

履修上の注意点 

 



政治学 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 後学期 木曜日 １時限 講義棟
２２番教室 

可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

武藤 桂一 ― muto@iam.or.jp 講義終了後又はメールにて事前に約束
した時間 

 
担当教員 

武藤 桂一 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本講義では、現代の政治状況を理解するための基礎的な考え方を講義する。メディアの発達によ
り現在の政治状況に対する様々な意見が様々な場所で見られるようになったが、その多くは必ず
しも正確な知識に基づくものではなく、思い込みやイメージによって語られているものも多い。
こうした偏ったものの見方は、課題の探究、問題解決に繋がらないだけでなく、国際社会におい
て必要となる交流の妨げともなりかねないものである。また、こうした政治に関する言説に全く
無関心な人も多いが、現代社会で政治に無関係に生きていくことはできない。本講義においては、
世の中に溢れる一面的な情報に流されることなく、多様化し混沌とした政治状況に関する様々な

情報の中から自ら情報を選別して理解・認識し、自らの考えを持つことができるようになるため
の知識、能力を身につけることを目指す。 
各回の講義においては、レジュメを配布するとともにパワーポイントを用いて講義を進める。講
義の最後には、その日の講義内容の理解度を確認する簡単な問題を出題して解答を求めるととも
に講義内容及び講義内容に関連した政治状況等に関する質問を受け付ける（質問に対する回答は
次回講義で回答をまとめたペーパーを配布するが、講義内容に関する疑問点等については必要に
応じて講義冒頭に口頭でも説明する）。なお、受講人数にもよるが、可能な限り受講生の意見等

も聞きつつ講義を進めたいと考えている。 
 

K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．政治学の内容に関して概ね理解し、説明できるようになること。（K） 
２．現代の政治状況について自ら判断し、考察することができるようになること。（K） 
３．上記１．２．に関して自らの価値判断を形成し、自らの言葉で表現できるようになること。（K） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

概ね以下の項目順に講義を行うが、現実の政治情勢の変化により内容・順番を
変更することがある。 
１．政治とは何か：政治は他人事なのか？ 
２．政治の活動原理：政治は誰が動かしているのか？ 

３．政府の活動と規制：漁業も政府によって規制されるのか？ 
４．政治過程：大企業や労働組合が政治を動かしているって本当？ 
５．選挙のメカニズム：選挙がよくわからない！ 
６．地方自治：「地方分権」や「地域主権」は何のために何をするの？ 
７．政治とマスメディア：テレビや新聞が報じていることは本当なのか？ 
８．国会の役割と国会議員：国会議員は何をしているのか？ 
９．内閣制度と行政運営：総理大臣は何をしているのか？何故度々代わるのか？ 

10．行政における官僚：「官僚」って何者？「官僚たたき」って何？ 
11．国際政治のメカニズム：何故中国や韓国と日本は揉め事が多いのか？ 
12．国際経済交渉：何故クジラやマグロの漁が他の国によって禁止されるのか？ 
13．国境を越える諸問題：グローバル社会って何？ 
14．現在の政治状況を考える：最近の政治問題について知りたい！  
15．政治と私たち：私たちは政治についてどう考えるべきなのか？ 
 

各回の講義において次回の講義内容及
びそれに向けた予習テーマを指示する
ので、新聞、テレビ、インターネット
等様々な機会を用いて関係する情報に

接し、自分なりに考えてみること。ま
た、復習の具体的内容については、各
回に実施する講義の復習問題について
改めて考えてみるとともに、それ以外
の講義内容についても意識しつつニュ
ース等に触れ、改めて自分なりに考え
てみること。その際に特に留意すべき

点については講義内で指示する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキストは特に使用せず、毎回の講義でレジュメを配布する。講義で直接参照はしないが、講義全体に関する主要参考文
献は以下の通り。 
『はじめて出会う政治学（第 3版）』（北山俊哉他著、有斐閣アルマ、2009年、1,800円+税）。 
※ テキストとしては使用しないが、講義の章建ては本書に従っている（講義内容は必ずしも本書に準拠してはいない）。 
『政治学』（東京大学出版会、川出良枝他著、2012年、2200 円+税） 

『政治学 補訂版』（久米郁男他、有斐閣、2011年、3,400 円+税） 
また、また、各講義の講義内容に関する参考文献及び参照すべきウェブサイト等については、毎回の講義においてそれぞ
れ紹介する。 



評価方法 評価基準 

定期試験の得点（85%）、各講義の最後に行う当該講義に関
する復習課題及び講義アンケートを点数化したもの（15%）
の合計により評価する。 

定期試験については、達成目標１及び２について最低限度
のレベルで達成されている場合に 60 点を与え、達成の度合
い並びに３の達成の度合いに応じてさらに点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、試験問題に関する質問をメール等で受け付ける。 

履修上の注意点 

新聞、テレビ、インターネット等で日々のニュースに気を配るとともに、講義内容を踏まえて日々のニュースを自分なり
に解釈すること。 
講義配布物等は講義終了後ウェブサイト（https://sites.google.com/site/mutokeiichi/）に掲載する。 



こころと身体 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/2単位 前学期 火曜日 ３時限 白鷹館

講義室 

むしろ、望ましい。 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

木谷 誠一 保健管理センター Ｅメール： 

 drkitani@kaiyodai.ac.jp 

 

オフィス： 保健管理センター内 

オフィス電話： 03-5463－0387    

Ｅメール： drkitani@kaiyodai.ac.jp 

オフィスアワー：3:00-4:30PM Thursday  

山崎先生分は講義中に開示します。 
 

担当教員 

木谷誠一 
山崎洋史 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

大学では、社会の中における自己のあるべき姿（アイデンティテ
ィ）を確立しなければいけない。成長の停滞は、心とからだに、
さまざまな失調を引き起こす。医学と心理学２つの立場から、先

人の知恵と科学の知識を学び、新入生が自分の思春期危機や健康
問題をのりこえるとともに、社会活動としての保健、福祉や環境
保全の重要性を理解し、ならびに技術者としての倫理観の涵養へ
の羅針盤になることをめざす。 

B,技術者倫理； I,生涯学習； K,総合的判断 
 
技術者として、B:責任ある社会活動を可能にする能

力の開発、特に健康の自己管理に努め（20％）、I:
生涯学習の一環として、将来に亘って健康の必要性
を会得し（30％）、K 総合的に妥当な判断力を涵養し、
社会に貢献できるようになる（50％）。 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

高校までの知識をふまえて,マスコミやウェブ上、日常会話等で接する医学情報やライフサイエンスの話題を、学知とし

て統合習得し、健康についての知識を的確に整理でき理解し、生涯にわたって、自分ばかりか隣人のために健康増進に努
め、自分の意見を表明しえること。（Ｂ,Ｉ,Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

前半は、医学の立場から、後半は心理学の立場から、講師を変えて講義します。(A)
前半は、高校の時に学んだ保健体育と理科一般の知識があることを前提として、応
用科学としての医学を紹介する。(1)健康問題、(2)食生活と健康、(3)アレルギー、
(4)細胞生物学(5)精神疾患・薬物問題、(6)ストレスマネジメント(7)エイズ・イン

フルエンザ、ワクチンをトピックとして幅広くとりあげ、ライフサイエンス入門の
一助ともしたい (B)後半は，(1)対人関係論，(2)いろいろな心の病，(3)性格分析，
(4)臨床心理学などのトピックが取り上げられる。(実習)性格テストやグループ体
験エクササイズを計画しているために，後半は一部集中講義の形をとる予定であ
る。6月 2日(火/定時）,6月 13日（土）1-2-3-4限，8月 23 日（日/1-2限）25 日
(火/定時),9月 1日(火/定時)を予定している。詳細は 6月 2 日(火）後半最初の講

義で通知する。余裕を持って受講されたい。(C) 

保健とメンタルヘルスに関するト
ピックについての予習をしておく
ことが望ましい。個別に必要のある
ときは指示する。授業内容で関心を

持った点について参考書等で調べ
たり、メディアや論文等を読むなど
として復習して理解を深める。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

きめられた教科書はないが、授業中にプリントなどを随時配布して授業はすすめられる。 
参考書：見える病気シリーズ（メディックメディア）,新版 学生と健康(南江堂） 

評価方法 評価基準 

医学と心理学におけるそれぞれの中間レポートと最終レポ

ートを課します。それぞれの中間レポート及び最終レポー
トを、担当教官が独立して評価します。前半と後半それぞ
れ 50点としてレポート 10点 x2、定期試験 40点 x2,総計 100
点として評価を行います。 

前半と後半のレポートに反映された事実の把握、概念の理

解度、論理構成をみて、60点以上を合格とする。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポートは、返却できないが、講評を行う予定である。 

履修上の注意点 

特に後半の 6月の集中講義および 8,9月に出席可能であること。他の実習等で出席できない場合は、合格点に達しません。
特に専攻科へ進学希望の学生は、低年次で履修すること。 



スポーツ I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

生物、食品 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 金曜日 ３時限 講義棟

大講義室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

千足 耕一 千足耕一研究室 5 号館

108研究室 

chiashi@@kaiyodai.ac.jp 随時 千足研究室（5-108）

または海洋スポーツ健康

科学実験室 
 

担当教員 

千足耕一（専任教員）ほか 
澤栗勝人、夏目麻子、武井大輔、上向のり子（非常勤教員） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

社会人としての責任を全うするにふさわしい健康・体力を維持・管理するための方法を身につけ
ることを目標とする。授業の方法は主として実技と講義であり、実技においては身体活動やスポ
ーツを教材とする。 

G：演習・実習 
K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.実技および講義を通して、運動やスポーツの意義や必要性を理解する(K) 

2.実技および講義を通して、運動やスポーツの実践方法を身につける。(G) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

実技を通して体力強化を図ることを目標とし、下記の実技種目を提供する。 
学期中に講義をまじえて理論面を学習する。 
実技種目：フィットネス、バドミントン、サッカー、特別水泳、水中スポーツ
等（諸事情により種目および種目数を変更することがある） 

授業はおおよそ、以下の順序にて行う予定である。 
1.オリエンテーション，ガイダンス，種目決定 
2.スポーツテスト 
3～14. 各種目に分かれて実技を実施する 
15. 講義 
※授業内容は、必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
・ガイダンスに必ず出席し、実習の目
的や課業について事前に理解しておく
こと。 

（復習のあり方） 
・実習後に各課業の内容について再度、
整理・理解し、必要に応じて指定期日
までにレポートを作成して提出するこ
と。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

特になし 

評価方法 評価基準 

1)評価は 100 点満点で採点する。2)授業を通して、用具や
フィールドの準備、実施から後片付けまでの過程における
協調性や運動実施に対する積極的な態度を評価する。 
 

達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている場合
にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

 

履修上の注意点 

1.定期健康診断を受診し、健康上の問題がないことを確認しておくこと 
2.学研災（傷害・賠責）保険に必ず加入のこと 



スポーツ I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

環境、政策 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 金曜日 ４時限 講義棟

大講義室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

千足 耕一 千足耕一研究室 5 号館

108研究室 

chiashi@@kaiyodai.ac.jp 随時 千足研究室（5-108）

または海洋スポーツ健康

科学実験室 
 

担当教員 

千足耕一（専任教員）ほか 
澤栗勝人、夏目麻子、武井大輔、上向のり子（非常勤教員） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

社会人としての責任を全うするにふさわしい健康・体力を維持・管理するための方法を身につけ
ることを目標とする。授業の方法は主として実技と講義であり、実技においては身体活動やスポ
ーツを教材とする。 

G：演習・実習 
K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.実技および講義を通して、運動やスポーツの意義や必要性を理解する。(K) 

2.実技および講義を通して、運動やスポーツの実践方法を身につける。(G) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

実技を通して体力強化を図ることを目標とし、下記の実技種目を提供する。 
学期中に講義をまじえて理論面を学習する。 
実技種目：フィットネス、バドミントン、サッカー、特別水泳、水中スポーツ、
マラニック等（諸事情により種目および種目数を変更することがある） 

授業はおおよそ、以下の順序にて行う予定である。 
1.オリエンテーション，ガイダンス，種目決定 
2.スポーツテスト 
3～14. 各種目に分かれて実技を実施する 
15. 講義 
※授業内容は、必要に応じて変更することがある。 
 

（予習のあり方） 
・ガイダンスに必ず出席し、実習の目

的や課業について事前に理解してお
くこと。 

（復習のあり方） 
・実習後に各課業の内容について再度、

整理・理解し、必要に応じて指定期
日までにレポートを作成して提出す
ること。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

特になし 

評価方法 評価基準 

1)評価は 100 点満点で採点する。2)授業を通して、用具や
フィールドの準備、実施から後片付けまでの過程における
協調性や運動実施に対する積極的な態度を評価する。 

 

達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている場合
にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

 

履修上の注意点 

1.定期健康診断を受診し、健康上の問題がないことを確認しておくこと 

2.学研災（傷害・賠責）保険に必ず加入のこと 



スポーツ II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

生物、食品 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 金曜日 ３時限 講義棟

２２番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

千足 耕一 千足耕一研究室 5 号館 108

研究室 または 海洋スポー

ツ健康科学実験室 

chiashi@@kaiyodai.ac.jp 随時（事前にメールでアポ

イントを取ることが望ま

しい） 
 

担当教員 

千足耕一（専任教員）ほか 
澤栗勝人、夏目麻子、武井大輔、上向のり子（非常勤教員） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

身体運動を通して生活を豊かに楽しくするための技術を身につけ、社会人としての責任を全うす
るにふさわしい体力の向上を図る。そのために授業は実技を主とし、理論的背景を学ぶために講
義を実施する。 

G：演習・実習 
K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.運動やスポーツの実技を通じて、スポーツ実践能力を高める。(G) 

2.実技と講義を通じて、生涯体育の必要性を理解し、説明することができる。(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

実技を通して体力強化を図り、あわせて生涯体育について考える。 
実技種目：フィットネス、卓球、サッカー、テニス、マラニック等 
（諸事情により種目および種目数を変更することがある） 
授業はおおよそ、以下の順序に基づいて実施する予定である。 

1.ガイダンス，後期の種目決定 
2.-14.各種目に分かれて実技を行う 
15.講義 

（予習のあり方） 
・ガイダンスに必ず出席し、実習の目

的や課業について事前に理解してお
くこと。 

（復習のあり方） 
・実習後に各課業の内容について再度、

整理・理解し、必要に応じて指定期
日までにレポートを作成して提出す
ること。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

特になし 

評価方法 評価基準 

1)評価は 100 点満点で採点する。2)授業を通して、用具や
フィールドの準備、実施から後片付けまでの過程における
協調性や運動実施に対する積極的な態度を評価する。 
 

達成目標に記載した２項目を最低限クリアーしている場合
にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

 

履修上の注意点 

1.定期健康診断を受診し、健康上の問題がないことを確認しておくこと 
2.学研災（傷害・賠責）保険に必ず加入のこと 



スポーツ II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

環境、政策 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 金曜日 ４時限 講義棟

２２番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

千足 耕一 千足耕一研究室 5号館 108

研究室 または 海洋スポ

ーツ健康科学実験室 

chiashi@@kaiyodai.ac.jp 随時（事前にメールでアポ

イントを取ることが望ま

しい） 
 

担当教員 

千足耕一（専任教員）ほか 
澤栗勝人、夏目麻子、武井大輔、上向のり子（非常勤教員） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

身体運動を通して生活を豊かに楽しくするための技術を身につけ、社会人としての責任を全うす
るにふさわしい体力の向上を図る。そのために授業は実技を主とし、理論的背景を学ぶために講
義を実施する。 

G：演習・実習 
K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.運動やスポーツの実技を通じて、スポーツ実践能力を高める。(G) 

2.実技と講義を通じて、生涯体育の必要性を理解し、説明することができる。(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

実技を通して体力強化を図り、あわせて生涯体育について考える。 
実技種目：フィットネス、卓球、サッカー、テニス、マラニック等 
（諸事情により種目および種目数を変更することがある） 
授業はおおよそ、以下の順序に基づいて実施する予定である。 

1.ガイダンス，後期の種目決定 
2.-14.各種目に分かれて実技を行う 
15.講義 

（予習のあり方） 
・ガイダンスに必ず出席し、実習の目

的や課業について事前に理解してお
くこと。 

（復習のあり方） 
・実習後に各課業の内容について再度、

整理・理解し、必要に応じて指定期
日までにレポートを作成して提出す
ること。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

特になし 

評価方法 評価基準 

1)評価は 100 点満点で採点する。2)授業を通して、用具や
フィールドの準備、実施から後片付けまでの過程における
協調性や運動実施に対する積極的な態度を評価する。 
 

達成目標に記載した２項目を最低限クリアーしている場合
にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

 

履修上の注意点 

1.定期健康診断を受診し、健康上の問題がないことを確認しておくこと 
2.学研災（傷害・賠責）保険に必ず加入のこと 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟

４３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大野 美砂 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5 号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高
年次における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必
要な英語に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文
や発表において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読
む、書く、聞く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するため
に知っておかなければならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究
で使用する基本的な語彙、研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーション 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び音

声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 

10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 
12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング 
15：  まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の
前に教科書の単語や

表現を辞書で調べて
おく。教科書付属の CD
を聞く。練習問題を解
いておく。 
復習のあり方：授業で
学んだ内容について

整理し、理解し、小テ
ストや期末試験に備
える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 
2. The Navigator: Appendix 2015         3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等
提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラス

によって違う可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべての評価項目
において最低限クリアーしている場合にの
み 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 ２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 ＬＬ教室 / 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5 号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年
次における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な
英語に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 
 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発

表において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、
聞く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかな
ければならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な
語彙、研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 

２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び

音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 

10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 

12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング 
15：  まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現

を辞書で調べておく。教
科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015b      3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等
提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラス
によって違う可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべての評価項目
において最低限クリアーしている場合にの
み 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。  ２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 
３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 

４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 ５号館

４１０番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

田辺 章 日臺晴子  5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5 号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 

10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 
12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を

辞書で調べておく。教科
書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015      3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提
出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスに
よって違う可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべての評価項目
において最低限クリアーしている場合に
のみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟

４５番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

的射場 瑞樹 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び

音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 

10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 
12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング 
15：  まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現

を辞書で調べておく。教
科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 
2. The Navigator: Appendix 2015    3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ

60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。  ２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

加藤 千晶 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A)   ３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix
及び音声 CD教材を使用する。 

１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 
10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 

12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング 
15：  まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を
辞書で調べておく。教科

書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや
期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015      3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟

３４番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

宮崎 晴子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A)  ３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix
及び音声 CD教材を使用する。 

１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 
10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 

12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング 15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を
辞書で調べておく。教科

書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや
期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 
2. The Navigator: Appendix 2015     3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 
３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 

４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

加藤 千晶 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A)  ３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び
音声 CD教材を使用する。 

１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 
10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 

12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現
を辞書で調べておく。教

科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや
期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 
2. The Navigator: Appendix 2015     3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等
提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラス
によって違う可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべての評価項目
において最低限クリアーしている場合にの
み 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 
３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 

４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

４１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

日台 晴子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A)   ３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学
生のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix
及び音声 CD教材を使用する。 

１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 
10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 

12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング 15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前に
教科書の単語や表現を辞書
で調べておく。教科書付属

の CD を聞く。練習問題を解
いておく。 
復習のあり方：授業で学ん
だ内容について整理し、理
解し、小テストや期末試験
に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 
2. The Navigator: Appendix 2015   3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 
３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 

４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 ＬＬ教

室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学
生のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 

10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 
12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング 15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前に
教科書の単語や表現を辞書

で調べておく。教科書付属
の CD を聞く。練習問題を解
いておく。 
復習のあり方：授業で学ん
だ内容について整理し、理
解し、小テストや期末試験

に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015    3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

４５番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

的射場 瑞樹 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び

音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 

10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 
12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現

を辞書で調べておく。教
科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015     3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 ５号館

４１０番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小暮 修三 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5 号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び

音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 

10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 
12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現

を辞書で調べておく。教
科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015      3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

４３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

宮崎 晴子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5 号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を修得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：英和辞書の使い方/発音/科学英語/リスニング教材について 
４・５：名詞・形容詞/動詞・副詞/敬称に関するルール/数に関する表現 
６・７：冠詞/和英辞書/言葉の語源と意味の推測/行間を読む 
８・９：文の構造/５文型/速読/各種英語検定試験 

10・11：句/節/電話での会話/科学英語（動詞） 
12―14： 英文作成/パラグラフ/科学英語（その他）/ブレーンストーミング  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・夏期休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を

辞書で調べておく。教科
書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015     3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 講義棟

４３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大野 美砂 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5 号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり

方 オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生のた
めに作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び音声

CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表   15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業
の前に教科書の単語

や表現を辞書で調べ
ておく。教科書付属
の CD を聞く。練習問
題を解いておく。 
復習のあり方：授業
で学んだ内容につい

て整理し、理解し、
小テストや期末試験
に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015      3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 ＬＬ教

室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を

辞書で調べておく。教科
書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015     3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 ５号館

４１０番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

田辺 章 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を

辞書で調べておく。教科
書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015    3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 講義棟

４５番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

的射場 瑞樹 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を

辞書で調べておく。教科
書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015    3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

加藤 千晶 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表   15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を

辞書で調べておく。教科
書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015   3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 講義棟

３１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

宮崎 晴子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を

辞書で調べておく。教科
書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015    3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

加藤 千晶 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生
のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表   15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現を

辞書で調べておく。教科
書付属の CDを聞く。練習
問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015    3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

４１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

日台 晴子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学
生のために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix

及び音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前に
教科書の単語や表現を辞書

で調べておく。教科書付属
の CD を聞く。練習問題を解
いておく。 
復習のあり方：授業で学ん
だ内容について整理し、理
解し、小テストや期末試験

に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015   3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 ＬＬ教室 / 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 
 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表

において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 

２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び

音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 

12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現

を辞書で調べておく。教
科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 
2. The Navigator: Appendix 2015   3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 
３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 

４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

４５番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

的射場 瑞樹 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び

音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現

を辞書で調べておく。教
科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015   3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 ５号館

４１０番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小暮 修三 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び

音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現

を辞書で調べておく。教
科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015   3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Basic EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

４３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

宮崎 晴子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子   h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三    skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂   misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月曜

日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3限、水:3限 

Gwen Uchida 水:15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、小暮修三、大野美砂、Gwen Uchida  
（非常勤講師）加藤千晶、田辺章、的射場瑞樹、宮崎晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、総合的基礎英語力(reading, writing, listening, speaking)に加え、高年次
における各学科での専門分野の研究および国際社会におけるコミュニケーションに必要な英語
に関する基礎知識を学習することを目的とする科目である。 

 東京海洋大学が専門とする学問領域は多岐にわたるが、どの分野も国際的で、研究論文や発表
において英語が使用される。本科目は、基礎的な文法の確認をしながら、英語を読む、書く、聞
く、話す訓練を総合的におこなうと同時に、将来国際人として活躍するために知っておかなけれ
ばならないマナーを紹介する。さらに、科学論文の書き方、科学研究で使用する基本的な語彙、
研究室や実験で使用する英語表現などを習得する。 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．基礎文法を確認し、英作文においてそれが活用できるようになる。（A) 
２．国際社会で必要な基礎的知識を習得する。（A) 
３．専門分野研究に役立つ基礎的語彙を習得する。（A) 
４．グループワークを通して、相互にコミュニケーションをとることの重要性を理解する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、12 クラスに分かれる。海洋科学部の学生の
ために作成されたテキスト The Navigator: Steering for the Future 2014 と Appendix 及び

音声 CD教材を使用する。 
１:    ガイダンス 
２・３：時制１、スモール・トーク 
４・５：時制２、気楽な英語・フォーマルな英語 
６・７：時制３、助動詞 
８・９：疑問文、科学論文、アカデミック・イングリッシュ 

10・11：仮定法、数字２、パラグラフの種類・要約 
12―14：分詞、コンピュータ英語、パワーポイントを使った英語の発表  15：まとめ 
・自己学習課題として、発音を改善するためのテキストを学習する。（テキストは貸与する。） 
・冬季休暇終了後の授業において、発音小テストを実施する。 
授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習のあり方：授業の前
に教科書の単語や表現

を辞書で調べておく。教
科書付属の CDを聞く。
練習問題を解いておく。 
復習のあり方：授業で学
んだ内容について整理
し、理解し、小テストや

期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

1. The Navigator: Steering for the Future 2015 (NPO法人 海事・水産振興会) 

2. The Navigator: Appendix 2015   3. The Navigator CD 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-50%、授業中の発表等-30%、小レポート等提出物等-20%。 
ただし、レベル別クラス編成であるため、各項目が分担する評価がクラスによって違う
可能性があるため、評価基準は各クラスの教員に聞くこと。 

上記達成目標について、すべて
の評価項目において最低限ク
リアーしている場合にのみ
60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員が説明する。 

履修上の注意点 

１. 履修者は 30名以内。 
２．3回を超える欠席（３回の遅刻で１回の欠席とする）の場合、単位を与えない。 

３．英語検定準一級または一級または TOEFL500点（PBT）以上を取得した者にはこの科目を免除し、1 単位を認める。 
４．この科目の履修、または単位修得なしに他の英語科目を履修することはできない。 
５．再履修生は最も新しい TOEICスコアを初回授業までに常勤教員に提出し、クラス指定を受ける。 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 講義棟

３４番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大野 美砂 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・英語の読解力を習得するには、精読とともに多読も必要である。本クラスで
は、夏季休暇中の課題として、学生は指定されたリーディングのテキストを一
冊読む。夏休み開けに各クラスにて確認のテストを行う。 

・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可

能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 ５号館

４１０番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小暮 修三 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・英語の読解力を習得するには、精読とともに多読も必要である。本クラスで
は、夏季休暇中の課題として、学生は指定されたリーディングのテキストを一
冊読む。夏休み開けに各クラスにて確認のテストを行う。 

・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可

能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 ＬＬ教

室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

日台 晴子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・英語の読解力を習得するには、精読とともに多読も必要である。本クラスで
は、夏季休暇中の課題として、学生は指定されたリーディングのテキストを一
冊読む。夏休み開けに各クラスにて確認のテストを行う。 

・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可

能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 講義棟

３１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

牧田 史子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・英語の読解力を習得するには、精読とともに多読も必要である。本クラスで
は、夏季休暇中の課題として、学生は指定されたリーディングのテキストを一
冊読む。夏休み開けに各クラスにて確認のテストを行う。 

・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可

能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

東郷 公徳 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・英語の読解力を習得するには、精読とともに多読も必要である。本クラスで
は、夏季休暇中の課題として、学生は指定されたリーディングのテキストを一
冊読む。夏休み開けに各クラスにて確認のテストを行う。 

・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可

能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 講義棟

２１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

福田 武史 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・英語の読解力を習得するには、精読とともに多読も必要である。本クラスで
は、夏季休暇中の課題として、学生は指定されたリーディングのテキストを一
冊読む。夏休み開けに各クラスにて確認のテストを行う。 

・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可

能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 講義棟

２２番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

阿南 えり 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・英語の読解力を習得するには、精読とともに多読も必要である。本クラスで
は、夏季休暇中の課題として、学生は指定されたリーディングのテキストを一
冊読む。夏休み開けに各クラスにて確認のテストを行う。 

・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可

能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 講義棟

４１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小川 真也 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、○K: 総合的判

断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・英語の読解力を習得するには、精読とともに多読も必要である。本クラスで
は、夏季休暇中の課題として、学生は指定されたリーディングのテキストを一
冊読む。夏休み開けに各クラスにて確認のテストを行う。 

・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可

能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に各担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 木曜日 ３時限 情報処

理センター 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

上田 麻由子 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連

絡 
 

担当教員 

上田 麻由子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

Basic English で習得した基礎文法を実践的に応用する能力を養うことを学習目標とする演習科
目である。 
授業のフォーカス： Reading and Speaking (Practical English I 再履修) 
アメリカやイギリスで未来への展望を持って生きた人物に関して書かれたテキストを通して、英
文を正確に読めるようにする。それと同時に、基本的な文法の再確認や、語彙の充実、トピック
に関する会話を練習することを通して、さまざまなトピックに関して自分の意見を簡単に述べら
れるようにする。 

代表的なトピック：アメリカをはじめ諸外国における日本文化の影響、ディズニーの世界、チャ
ーリー・チャップリンの生涯 
 

◎A：コミュニケーシ
ョン 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

基本的な文法事項を確認しながら、比較的平易な英語で書かれた長文を読み、より正確な英文理解ができるようにする
（A）。また、同時にトピックについて簡単な意見を言う技術を取得する（A）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は予習を前提としており、学生はあらかじめ課題となる英文の読解をして
くること。授業では内容の確認、会話のペアワーク、英作文、ディクテーショ
ンなどのアクティビティを行う。 
第 1回 イントロダクション 
第 2回 UNIT1 The Powerful Influence of Japanese Culture 
第 3回 UNIT2 Revitalizing Japantown in San Francisco 

第 4回 UNIT3 Disney’s World 
第 5回 UNIT4 The Ups and Downs of Life 
第 6回 UNIT5 The Healing Power of Music 
第 7回 UNIT6 The Healing Power of Nature、単語テスト 1 
第 8回 UNIT7 Like Asking for the Moon 
第 9回 UNIT8 Is Chaplin a Genius or a Hard Worker? 

第 10回 UNIT9 Pioneers 
第 11回 UNIT10 Architects of the First Rank 
第 12回 UNIT11 Do Something Different from Others 単語テスト 2 
第 13回 UNIT12 Make the Best of the Situation 
第 14回 UNIT13 Merits and Demerits as Two Sides of the Same Coin 
第 15回 総復習 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

テキストの内容を事前に予習すること
（必ず辞書を使って、長文を全訳して
くること）。授業後はテキストの内容を
音声などを使って、理解した内容を各
自で復習しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

小林純子、Brian Bond『総合英語：未来をみつめて』（三修社） 

評価方法 評価基準 

「達成目標」に到達した場合のみ、下記の基準で評価する。 
レポート・発表 30％、定期試験 70％   
発表では予習の度合いを問い、定期試験では基本的な知識

の取得度を評価する。 

到達目標をクリアした者にのみ最低 60%の評価点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 40 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1 回の欠席とみなす。30 分以上の遅刻・早退は欠席として

扱う。            
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 講義棟

３４番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大野 美砂 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表

（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果
によって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 

３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成である
ため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更になる可
能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従うこと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

                                     
(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           
(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 ５号館

４１０番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小暮 修三 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表

（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果に
よって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 

３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成であ
るため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更にな
る可能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従う
こと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

                                     
(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           
(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 

 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 ＬＬ教室 / 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

日台 晴子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 
 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正

確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、
国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 
○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 

２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果に

よって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 

 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成であ
るため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更にな
る可能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従う
こと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

                                     
(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           
(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 講義棟

３１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

牧田 史子 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 

 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表
（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果に
よって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 

２．基礎的な語彙力をもっているか 
３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成であ
るため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更にな
る可能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従う
こと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

                                     
(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           

(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

東郷 公徳 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、○K: 総合的判

断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表

（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果に
よって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 

３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成であ
るため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更にな
る可能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従う
こと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

                                     
(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           
(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 

 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 講義棟

２１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

福田 武史 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表

（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果に
よって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 

３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成であ
るため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更にな
る可能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従う
こと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

                                     
(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           
(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 

 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 講義棟

２２番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

阿南 えり 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表

（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果に
よって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 

３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成であ
るため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更にな
る可能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従う
こと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

                                     
(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           
(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 

 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 講義棟

４１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小川 真也 日臺晴子 5号館 206室 

小暮修三 5号館 205室 

大野美砂 5号館 204室 

Gwen Uchida 5号館 203 室 

日臺晴子    h-hidai@海洋大のアドレス 

小暮修三     skogure@海洋大のアドレス 

大野美砂    misa@海洋大のアドレス 

Gwen Uchida  gwen-u@海洋大のアドレス 

日臺晴子   水曜日 4限、月

曜日・水曜日のランチタイム 

小暮修三 月:10:30-12:00 

大野美砂 月:3 限、水:3限 

Gwen Uchida 水曜日

15:00-17:00 
 

担当教員 

（海洋政策文化学科）日臺晴子、大野美砂、小暮修三 
（非常勤講師）阿南えり、小川真也、東郷公徳、福田武史、牧田史子他 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、Basic English で習得した基礎文法を実践的にリーディングに応用する能力を
養うことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは、Reading とする。 

 学生が各学科における専門分野での研究をする際、すでに発表された研究論文などの資料を正
確に読む能力が必要とされる。また、自分の研究の成果を発表する際には正確な英語を使用する
ことが必要不可欠だが、そのためには英語を正確に読む訓練が役に立つ。本科目は、英語を読む
訓練を通して基礎的な英語力を確実に身につけるとともに、格式高い英語の文章を読むことで、

国際人にふさわしい教養や感覚を身につけることも目指す。 

◎A: コミュニケーシ
ョン、 

○K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．読解力を修得することができる（A) 
２．語彙力を強化させることができる(A) 
３．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

オリエンテーション中に行うテストの結果により、8 クラスに分かれる。クラ
スごとに指定されたリーディング用のテキストを使用する。 
１．ガイダンス 

２～１５．レベル別リーディング演習 
・各クラスにおいて、定期的に内容の理解度や習得語彙を確認するための小テ
ストを行う。 
・授業内において、学生は教科書の内容に関する意見を発表する。 
・各クラスで使用するテキストについては、語学教室掲示板（5 号館 2 階 202
室前）あるいは第一回目の授業で確認すること。 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

授業の前に教科書の単語や表現を調べ
ておく。 
授業後は、学んだ内容について整理し、

小テストや期末試験に備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

クラスにより使用するテキストが異なる。詳細は、開講前に語学教室掲示板（5 号館 2 階 202室前）に掲示する。 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 複数回のテストを含む定期試験（60％）、授業中の発表

（30％）、レポートなど提出物（10％）の得点の合計結果に
よって評価する。 

１．基礎的な読解力があるか 
２．基礎的な語彙力をもっているか 

３．批判的思考力を修得しているか 
 以上について最低限の理解が得られている場合のみ、60%
以上の合格点を与える。ただし、レベル別クラス編成であ
るため、クラスによって評価の方法や評価基準が変更にな
る可能性がある。詳細は各クラスの担当教員の指示に従う
こと。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。詳細
は授業時に担当教員から説明する。 

履修上の注意点 

                                     
(1)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。           
(2)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 

 



Practical EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 木曜日 ３時限 情報処

理センター 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

上田 麻由子 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

上田 麻由子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

Basic English で習得した基礎文法を実践的に応用する能力を養うことを学習目標とする演習科

目である。 
授業のフォーカス： Reading and Speaking (Practical English I 再履修) 
世界遺産をテーマにした DVD教材を使って、都市に根ざした様々な文化や歴史に着いて学びなが
ら、英文を正確に読めるようにする。それと同時に、文法の再確認や、語彙の充実、トピックに
関する会話を練習することを通して、さまざまなトピックに関して自分の意見を簡単に述べられ
るようにする。 
代表的なトピック：イエローストーン国立公園(アメリカ合衆国)、ベネチアとその潟(イタリア)、

広島平和記念碑(日本)など 

◎A：コミュニケーシ

ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

基本的な文法事項を確認しながら、比較的平易な英語で書かれた心理学に関する長文を読み、より正確な英文理解ができ

るようにする（A）。また、同時にトピックについて簡単な意見を言う技術を取得する（A）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は予習を前提としており、学生はあらかじめ課題となる英文の読解をして

くること。授業では内容の確認、会話のペアワーク、英作文、ディクテーショ
ンなどのアクティビティを行う。 
第 1回 イントロダクション 
第 2回 UNIT1 野生の回帰 : イエローストーン国立公園(アメリカ合衆国) 
第 3回 UNIT2 守られた聖地 : カカドゥ国立公園(オーストラリア) 
第 4回 UNIT3 アドリア海の美 : ベネチアとその潟(イタリア) 

第 5回 UNIT4 天使の奇跡 : モンサンミシェルとその湾(フランス) 
第 6回 UNIT5 あの日の記憶 : 広島平和記念碑(日本) 
第 7 回 UNIT7 500 年の栄光 : ギザからダハシュールにかけてのピラミッド地
帯(エジプト)、単語テスト 1 
第 8回 UNIT8 進化の不思議 : ガラパゴス諸島(エクアドル) 
第 9回 UNIT9 自然こそわが師 : ガウディの作品群(スペイン) 
第 10回 UNIT10 生と死のドラマ : セレンゲティ国立公園(タンザニア) 

第 11 回 UNIT11 イスラム教とキリスト教の芸術的遺産 : イスタンブール(ト
ルコ) 
第 12回 UNIT12 壮麗な国民的記念碑 : ケルン大聖堂(ドイツ)、単語テスト 2 
第 13回 UNIT13 宮廷楽師の回想 : フエの建造物群(ベトナム) 
第 14回 UNIT14栄光の歴史 : ウェストミンスター宮殿と修道院(イギリス) 

第 15回 総復習 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

テキストの内容を事前に予習すること

（必ず辞書を使って、長文を全訳して
くること）。授業後はテキストの内容を
音声などを使って、理解した内容を各
自で復習しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

塚野壽一、Robert Van Benthuysen『Exploring World Heritage on DVD II  DVD でめぐる世界遺産 II』（成美堂） 

評価方法 評価基準 

「達成目標」に到達した場合のみ、下記の基準で評価する。 
レポート・発表 30％、定期試験 70％   
発表では予習の度合いを問い、定期試験では基本的な知識

の取得度を評価する。 
 

到達目標をクリアした者にのみ最低 60%の評価点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 40 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1 回の欠席とみなす。30 分以上の遅刻・早退は欠席として
扱う。            
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 



Effective EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 月曜日 １時限 情報処

理センター 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０

３室 

           

 

gwen-u@--- 水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

１年時に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを
学習目標とする演習科目である。社会やアカデミックな場で自信を持って英語音声表現ができる
ように、発音記号、イントネーション、強勢記号などの発音表記を取り入れて、英語らしい音声
表現に近づく事を目標とする。各音の説明と発音方法を理解した後に、単語・表現・発音の特性
があるが、全ての方言を学習するのは混乱を招くため、授業では標準 American English をベー

スにする。 
授業のフォーカス： Speech and Oral Training 
 

A: コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．英語の発音と音声のしくみを理解（A) 
２．イントネーション、抑揚、発生、リエゾンの練習（A) 

３．英語でのスピーチの上達（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のスケジュールで授業を進める予定である。 
1. Guidance 
2. Practice 1 
3. Speech/story 
4. Practice 2 

5. Speech/story 
6. Practice 3 
7. Speech/story 
8. Practice 4 
9. Speech/story 
10. Practice 5 

11. Speech/story 
12. Practice 6 
13. Practice 7 
14.15 Semester exams 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予習：テキスト、 speech/story は 
shadowing で練習する 
復習：授業で言われたことを整理した
後に練習をする。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Sounds Make Perfect 英語音声学への扉 （英宝社）と配布資料 

 

評価方法 評価基準 

小発表/スピーチ 60％・期末試験 40％ 1．発音と音声のしくみを理解している 
2．イントネーション、抑揚、発生、リエゾンを習得している 
3．英語のスピーチ・storytelling が上達している 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 30 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。            
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
(4)発音、イントネーション、抑揚、発生、リエゾン等の授業への適性を一回目の授業ではかります。 



Effective EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 月曜日 ２時限 講義棟

２１番教室 

Basic English I または 

II の単位取得、または

同時履修を条件とする 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

阿南 えり 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

阿南 えり 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達

目標 1 年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを学
習目標とする演習科目である。授業のフォーカス：Essential 
英文を読み理解するための単語力や構文の知識、トピックの背景についての知識や推論力などさま
ざまなスキルに加えて、この授業では特に英文のパラグラフ構成およびエッセイの論理構成につい
て理解し実践することにも力点をおく。まず、トピックセンテンス（主題文）とイントロダクショ
ンの重要性を意識したトップーダウンの読み方をする。その上で細部に進み、ダウンートップの読
みをする。つぎに教材の内容を生徒自身の興味、知識とリンクさせる能動的な読みにより、理解を

深め自身の考えを発信することをねらう。 より具体的な内容・方法は以下のようになる。  
―reading教材は英語学習者のためのテキスト。補助教材として一般の英文雑誌の記事を使う。 
―readingが主体になるが、その他の writing, listening, speaking のアクティビティや課題を通
して内容理解を確かなものにする。 
―学生同士のコミュニケーションを密にして他学生の知識・スキルに触発される環境を作る。 
―グループによる課題の発表を通じて、共同作業における個人の役割と協力の必要性について学ぶ。 

◎A：コミュニケー
ション 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

―英語の基本的な構文、単語を理解し使うことができる。（A） 
―英文のパラグラフおよびエッセイの論理構成の知識を基に英文を読むことができる。（A） 
―教材の内容を生徒自身の興味、知識とリンクさせ深く理解し、自分の意見を英語で発信することができる。（A） 
―グループの課題発表を英語ですることができる。（A） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業内容 Reading:  テキストを読み、練習問題で内容の理解や単語・構文の
理解を確認する。 
Writing: テキストのサマリーや意見文を書き、理解の確認をするとともにパ

ラグラフの構成力を身につける 
Listening: 付属のＣＤを使用して聞き取りの練習をする。 
Speaking: グループによる課題発表を通じ英語で伝える力をつける 
授業計画  １ ガイダンス 

      ２～１３  おおむね 2回で１つのユニットを終了 
      １４  課題発表 
      １５  まとめ 
―定期的に単語の小テストを行う 
―授業の進捗度、クラスの規模などにより変更する場合もある 

予習のあり方 
 テキストを読み、疑問点を整理してお
くこと。必要があれば授業で質問する。 
復習のあり方 
 練習問題やテストにおける間違いを
見直し、解決するよう努めること。 
提出物は期日を厳守。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Science Wisdom （科学から学ぶ知恵）： 成美堂 

評価方法 評価基準 

成績評価の方法 
―小テスト（２０％）、定期試験（６０％）、ライティング（１
０％）、発表（１０％）の得点の合計結果によって評価する 
評価項目 
―パラグラフ構成を理解しているか 

―基礎的な単語・構文を理解しているか 
―あるトピックに関し自分の意見を英語で発信できるか 
―発表のスキルをよく理解し実践したか  

上記の評価項目について最低限の理解・習得が得られて
いる場合にのみ、60 点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了時に、解答について解説をする。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 40名以内とする （２）３回をこえる欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす 
（３）学期開始以前に英語検定１級またはＴＯＥＦＬ６００点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える 



Effective EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 月曜日 ２時限 講義棟

３１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

牧田 史子 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

牧田 史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

1年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを

学習目標とする演習科目である。 
授業のフォーカス： Listening and Speaking 
語学の学習は練習の積み重ねにより成果が得られます。よってこの授業では listening と
speaking のトレーニングを行い、実技を繰り返すことによって英語によるコミュニケーション
の基礎的なスキルを養います。listening は、テキスト付属のＣＤを用い、小テストによって前
置詞の聞き分け、単語および表現の聞き取り、内容把握などの訓練を行い、聞く力を高めます。
speaking は、主にシャドウイング、音読、暗唱、ペアワークや発表 (presentation) を実施し

ます。担当教員との英語での questions and answers なども listening と speaking の訓練の一
環となります。また listening と speakingの練習、テキストの Reading、Exercisesなどを通し
て、構文についての理解を深め英語の表現を学びます。 
 

◎A： コミュニケーシ

ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. コミュニケーションに必要な基礎的な listeningができる (A) 

2. コミュニケーションに必要な基礎的な speakingができる (A) 
3. 基本的な構文を理解し文章を作ることができる (A) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の内容で授業を進めるが、理解度・進展度により変更する場合がある。 
1. Class Guidance.  

2. Chapter 1 What’s So Free about Freeways? 
3. Speaking Practice and/or Presentation 
4. Chapter 2 Riding a Horse While Drunk Is Illegal? 
5. Speaking Practice and/or Presentation 
6. Chapter 3 Walk Your Dog Three Times a Day! 
7. Speaking Practice and/or Presentation 
8. Chapter 4 Hungary Introduces a Tax on Chips 

9. Speaking Practice and/or Presentation 
10. Chapter 5 Don’t Tie Alligators to Fire Hydrants! 
11. Speaking Practice and/or Presentation 
12. Chapter 6 Marriage and Divorce in Different Cultures 
13. Speaking Practice and/or Presentation 

14. Chapter 7 Smile! 
15. Final Presentation 

<予習のあり方> テストに対応できる
ようにテキストを読み CD を聴く。単語

や表現の意味を調べ、スペルを覚える
ように努めること。 
<復習のあり方> テストや Exercises
を復習し理解を深める。CD を聴きリス
ニングスキルを向上させる。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Funny Laws in the World (Nan’un-do) 

評価方法 評価基準 

1. listening テスト （30%） 
2. 発表、質疑応答などを含む speaking (40%) 
3. 課題提出 （30%） 

 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ、合格点（60点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 

履修上の注意点 

1. 履修者は 40名以内とする。                                         

2. 3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。            
3. 学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Effective EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 月曜日 ２時限 ９号館

２０７番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小川 真也 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

小川 真也 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

1年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身に付けることを

学習目標とする演習科目である。 
 特にこの授業ではリーディングとライディングを中心に勉強する。第一に、英語で書かれた文
章を読み書きする上で必要な文法事項と語彙を身につけること、第二に、まとまった量の英語の
文章を独力で理解できるようになること、第三に、論理の流れを把握できるようになること、第
四に、英語で表現する力を身に付けることを目指す。 
 2 回の授業で１つの Unit を扱う。正確に読むことに主眼を置き、単語・熟語・文法事項等を
確認しながら記事を訳読し、段落ごとに要約し、トピック全体の理解を図る。記事が終わるごと

に本文にある表現などを使った英作文の問題を解き、英作文の後には小テストを実施する。 
授業のフォーカス：Reading and Writing 

A：コミュニケーショ

ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

英語で書かれた文章を読む上で必要な文法事項と語彙を身につけること。(A) 
まとまった量の英語の文章を独力で理解できるようになること。(A) 
論理の流れを把握できるようになること。(A) 

英語で表現する力を身に付けること。(A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. イントロダクションとライティング 
2. Unit 1: Matsui, Star in Two Continents, Is Retiring (1) 
3. Unit 1: Matsui, Star in Two Continents, Is Retiring (2) 
4. Unit 3: Without Babies, Can Japan Survive? (1) 

5. Unit 3: Without Babies, Can Japan Survive? (2) 
6. Unit 5: Timing a Rise in Sea Level (1) 
7. Unit 5: Timing a Rise in Sea Level (2) 
8. Unit 7: The Decline of E-Empires (1) 
9. Unit7 : The Decline of E-Empires (2) 
10. Unit 9: British Employers See Value in Europe-Wide Labor Pool (1) 
11. Unit 9: British Employers See Value in Europe-Wide Labor Pool (2) 

12. Unit 11: Madrid and Istanbul Respond Differently to Rejection by 
Olympics (1) 
13. Unit 11: Madrid and Istanbul Respond Differently to Rejection by 
Olympics (2) 
14. Unit 13: Arts Education in Singapore Moves to Center Stage (1) 

15. Unit 13: Arts Education in Singapore Moves to Center Stage (2) 
授業計画は必要に応じて変更することがある。 

予習を前提に授業を進めるので、あら
かじめテキストを読み、わからない語
句を辞書などで調べておくこと。 
Unit終了後には必ずテキストを読み返

し、わからなかった箇所を見直すこと。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト： Reading The New York Times 2 (小塚良孝、渡辺秀樹 成美堂 2015年) 

評価方法 評価基準 

授業での発表（訳読、英作文）20％ 小テスト 20％ 期末
テスト 60％ 

上記の目標が達成されている場合にのみ、60点以上の合格
点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、模範解答の解説を行う。 

履修上の注意点 

1. 履修者は 40 名以内とする。 
2. 3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
3. 学期開始以前に英語検定一級または TOEFL(PBT) 600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 

 



Effective EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 水曜日 １時限 講義棟

２１番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小暮 修三 5号館 205号室 email: skogure(at)kaiyodai.ac.jp 

* (at) を @ に変更して下さい。 

月曜日 10:30～12:00  

または、メールにて要予約 
 

担当教員 

小暮 修三 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

「人・モノ・情報」のグローバル化がますます進む世界では、様々な分野における多様な社会問
題が、論争の的となり、国境を越えて議論されている。私たちは、そのような諸問題について、
その背景知識を身に付け、国際的な場において討論し得る論理的能力及び批判的思考が求められ
ている。本授業は、今日のグローバル化に関する文献を読むことによって、英語の読解力を高め
るだけでなく、そのような論理的能力及び批判的思考の獲得を目的とする。なお、本科目は、1
年次に Basic English I & II 及び Practical English I & II で習得した英語力を向上させ、
アカデミックな英語運用能力の習得を学習目標とする演習科目である。 

授業のフォーカス: Academic Reading & Discussion 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本授業は、今日のグローバル化に関する文献を読むことによって、英語の読解力を高めるだけでなく、論理的能力及び批
判的思考の獲得を目的とする（A）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本授業は、以下の内容に従って行う。 

01.    Introduction 
02-03. Colonialism and Imperialism 
04-05. Theories of Colonial Discourses 
06-07. Reading Orientalism (Part 1)  
08-09. Reading Orientalism (Part 2)  
10-11. Imagining the Nation: Forging Tradition and History 
12-13. The Disenchantment with Nationalism  

14-15. English in the Colonies  
※ 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

1. 予習：授業開始日に実施するガイダ

ンスを必ず受け、授業の目的や課題に
ついて理解すること。また、各週の課
題を提出して、授業に臨むこと。 
2. 復習：授業後に各授業の内容につい
て、理解・整理しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

McLeod, J. (Kimura, S., Yamada, Y., and Sugiura, K. eds.) (2015). Beginning Postcolonialism. Tokyo: Eihosha. 

評価方法 評価基準 

評価方法：成績は、次の割合で評価する。 

1. 複数回の試験を含めた定期試験 (50%) 
2. 達成度確認のための課題 (25%) 
3. 授業中の発表 (25%) 

上記の達成目標に到達した場合のみ、60%から 100%の間で

最終評価を行う。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。 

履修上の注意点 

1. 履修者は 40 名以内とする。 
2. 3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
3. 学期開始以前に英語検定一級または TOEFL 600 点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 



Effective EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 木曜日 １時限 

情報処理センター 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０３室 

 

gwen-u@--- 

 

水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ （海洋政策文化学科） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

1年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを
学習目標とする演習科目である。 Speaking, listening, reading, writingという英語のスキ
ルの中でで最も習得する事が難しい English writing skill を向上させるクラスである。英語で
の Writing による内容伝達力を向上させるために、 基本的なパラグラフの構成を学び、次にパ
ラグラフで構成されるエッセイを学び、自分の意見・考えを的確に表現出来る論理的思考を身に

つける事を目標とする。12 タイプの英文を題材として、様々な場面に対応できる内容伝達力を
習得する。 
フォーカス： Writing 
1 

◎A：コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.パラグラフの基礎を理解してる（Ａ） 

2.簡潔に構成した文章・パラグラフの書き方を理解（Ａ） 
3.目標別の書き方を習得している（Ａ） 
4.アカデミック ライティング の基本を習得している（Ａ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のスケジュールで授業を進める予定である。 
1  Guidance and writing a Description 
2   Writing a Narrative 

3   Writing a Procedure 
4   Writing a Recount 
5   Writing a Persuasion 
6   Writing a Response 
7  Writing an Explanation 
8  Writing an Information Report 

9   Writing a Discussion 
10  Writing a Formal Letter 
11  Writing an E-mail 
12  Writing an Informative Speech 
13  Writing a Persuasive Speech 
14-15 Prepare semester reports 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある 

予習  Model Textを読み、解らない単
語を調べ、問題をとく。 Topic and 
Outline の部分を準備する 

復習  授業で学んだことを整理する｡ 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Genre Approach to Paragraph Writing by Yoshihito Sugita, Richard R,. Caraker (成美堂） 
 

評価方法 評価基準 

小レポート 60％・期末レポート 40％ 1.パラグラフの基礎を理解しているか 
2.簡潔に構成した文章・パラグラフの書き方を理解しているか 

3.目標別の書き方を習得しているか 
4.アカデミック ライティング の基本を習得しているか 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 30 名以内とする。                                         

(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。            
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 



Effective EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 木曜日 ２時限 

情報処理センター 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

上田 麻由子 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

上田 麻由子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

1年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを

学習目標とする演習科目である。 
授業のフォーカス： Listening and Speaking 
日本人の大学生を主人公に、ロンドンの有名な観光地をめぐる旅行をテーマにした DVD を使っ
て、さまざまな場面での英語のコミュニケーションスキルを学習する。リスニングとスピーキン
グのアクティビティを行うことで、コミュニケーションに活かせる自然な表現やボキャブラリー
を習得する。 
代表的なトピック：タクシーでの行き先の伝え方、シェイクスピアのグローブ座、ロンドンの地

下鉄など。 
 

◎A：コミュニケーシ

ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

日常的なシチュエーションにおける英語のコミュニケーションスキルの習得（A）、コミュニケーションに活かせる自然な
表現やボキャブラリーの習得（A）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は教科書に即して、1 章ずつ進めていく。会話のペアワーク、グループワ
ークやショート・ライティング、プレゼンテーションも行なう。 
第 1回 イントロダクション 
第 2回 UNIT Arriving at the Hotel 
第 3回 UNIT2 A Taxi Ride 
第 4回 UNIT3 Shakespeare’s Globe Theatre 

第 5回 UNIT4 A Cruise on the River Thames 
第 6回 UNIT5 Hungerford Bridge 
第 7回 UNIT6 The Imperial War Museum 
第 8回 UNIT7 The London Tube 
第 9回 UNIT8 At the Shop 
第 10回 UNIT10 Car Hire 
第 11回 UNIT11 At London Pub 

第 12回 UNIT15 Time to Leave 
第 13回 DVD1 
第 14回 DVD2 
第 15回 総復習 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予習は必要としないが、授業後はテキ
ストの内容を、音声などを使って自分
の分からなかったところを中心に反復
練習すること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Paul Snowden, Emily Snowden, 『London Alive -Survival English- さあ行こう London！ サバイバル・イングリッ

シュ』（朝日出版社） 

評価方法 評価基準 

「達成目標」に到達した場合のみ、下記の基準で評価する。 
レポート・発表 30％、定期試験 70％   
発表では予習の度合いを問い、定期試験では基本的な知識
の取得度を評価する。 

到達目標をクリアーした者にのみ最低 60%の評価点を与え
る。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 30 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1 回の欠席とみなす。30 分以上の遅刻・早退は欠席として
扱う。            

(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Effective EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 月曜日 １時限 

情報処理センター 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０３室 

           

 

gwen-u@--- 水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

１年時に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを
学習目標とする演習科目である。社会やアカデミックな場で自信を持って英語音声表現ができる
ように、発音記号、イントネーション、強勢記号などの発音表記を取り入れて、英語らしい音声
表現に近づく事を目標とする。各音の説明と発音方法を理解した後に、単語・表現・発音の特性
があるが、全ての方言を学習するのは混乱を招くため、授業では標準 American English をベー

スにする。 
授業のフォーカス： Speech and Oral Training 
 

A: コミュニケーショ
ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．英語の発音と音声のしくみを理解（A) 
２．イントネーション、抑揚、発生、リエゾンの練習（A) 

３．英語でのスピーチの上達（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のスケジュールで授業を進める予定である。 
1  Guidance 
2  Practice 8 
3  Speech/story 
4  Practice 9 

5  Speech/story 
6  Practice 10 
7  Speech/story 
8  Lesson 1 
9  Speech/story  
10 Lesson 2 

11 Speech/story 
12 Lesson 3 
13 Lesson 4 
14-15 Semester exams   
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予習：テキスト、 speech/story は 
shadowing で練習する 
復習：授業で言われたことを整理した
後に練習をする。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Sounds Make Perfect 英語音声学への扉 （英宝社）と配布資料 

 

評価方法 評価基準 

小発表/スピーチ 60％・期末試験 40％ 1．発音と音声のしくみを理解している 
2．イントネーション、抑揚、発生、リエゾンを習得してい    
る 
3．英語のスピーチ・storytelling が上達している 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 30 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。            
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 

(4)発音、イントネーション、抑揚、発生、リエゾン等の授業への適性を一回目の授業ではかります。 



Effective EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 月曜日 ２時限 講義棟

２１番教室 

Basic English I または 

II の単位取得、または

同時履修を条件とする 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

阿南 えり 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

阿南 えり 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達

目標 1 年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを学
習目標とする演習科目である。授業のフォーカス：Essential 
英文を読み理解するための単語力や構文の知識、トピックの背景についての知識や推論力などさま
ざまなスキルに加えて、この授業では特に英文のパラグラフ構成およびエッセイの論理構成につい
て理解し実践することにも力点をおく。まず、トピックセンテンス（主題文）とイントロダクショ
ンの重要性を意識したトップーダウンの読み方をする。その上で細部に進み、ダウンートップの読
みをする。つぎに教材の内容を生徒自身の興味、知識とリンクさせる能動的な読みにより、理解を

深め自身の考えを発信することをねらう。 より具体的な内容・方法は以下のようになる。  
―reading教材は英語学習者のためのテキスト。補助教材として一般の英文雑誌の記事を使う。 
―readingが主体になるが、その他の writing, listening, speaking のアクティビティや課題を通
して内容理解を確かなものにする。 
―学生同士のコミュニケーションを密にして他学生の知識・スキルに触発される環境を作る。 
―グループによる課題の発表を通じて、共同作業における個人の役割と協力の必要性について学ぶ。 

◎A：コミュニケー
ション 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

―英語の基本的な構文、単語を理解し使うことができる。（A） 
―英文のパラグラフおよびエッセイの論理構成の知識を基に英文を読むことができる。（A） 
―教材の内容を生徒自身の興味、知識とリンクさせ深く理解し、自分の意見を英語で発信することができる。（A） 
―グループの課題発表を英語ですることができる。（A） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業内容 Reading:  テキストを読み、練習問題で内容の理解や単語・構文の
理解を確認する。 
Writing:  テキストのサマリーや意見文を書き、理解の確認をするとともに

パラグラフの構成力を身につける 
Listening: 付属のＣＤを使用して聞き取りの練習をする。 
Speaking: グループによる課題発表を通じ英語で伝える力をつける 
授業計画  １ ガイダンス 

      ２～１３  おおむね 2回で１つのユニットを終了 
      １４  課題発表   １５  まとめ 
―定期的に単語の小テストを行う 
―授業の進捗度、クラスの規模などにより変更する場合もある 

予習のあり方 
 テキストを読み、疑問点を整理してお
くこと。必要があれば授業で質問する。 
復習のあり方 
 練習問題やテストにおける間違いを
見直し、解決するよう努めること。 
提出物は期日を厳守。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Science Wisdom （科学から学ぶ知恵）： 成美堂 

評価方法 評価基準 

成績評価の方法 
―小テスト（２０％）、定期試験（６０％）、ライティング（１０％）、
発表（１０％）の得点の合計結果によって評価する 
評価項目 
―パラグラフ構成を理解しているか 
―基礎的な単語・構文を理解しているか 

―あるトピックに関し自分の意見を英語で発信できるか 
―発表のスキルをよく理解し実践したか  

上記の評価項目について最低限の理解・習得が
得られている場合にのみ、60点以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了時に、解答について解説をする。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 40名以内とする 
（２）３回をこえる欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす 
（３）学期開始以前に英語検定１級またはＴＯＥＦＬ６００点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える 



Effective EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 月曜日 ２時限 講義棟

３１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

牧田 史子 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

牧田 史子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

1年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを

学習目標とする演習科目である。 
授業のフォーカス： Listening and Speaking 
語学の学習は練習の積み重ねにより成果が得られます。よってこの授業では listening と
speaking のトレーニングを行い、実技を繰り返すことによって英語によるコミュニケーション
の基礎的なスキルを養います。listening は、テキスト付属のＣＤを用い、小テストによって前
置詞の聞き分け、単語および表現の聞き取り、内容把握などの訓練を行い、聞く力を高めます。
speaking は、主にシャドウイング、音読、暗唱、ペアワークや発表 (presentation) を実施し

ます。担当教員との英語での questions and answersなども listening と speaking の訓練の一
環となります。また listening と speakingの練習、テキストの Reading、Exercisesなどを通し
て、構文についての理解を深め英語の表現を学びます。 
 

◎A： コミュニケーシ

ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. コミュニケーションに必要な基礎的な listeningができる (A) 

2. コミュニケーションに必要な基礎的な speakingができる (A) 
3. 基本的な構文を理解し文章を作ることができる (A) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下の内容で授業を進めるが、理解度・進展度により変更する場合がある。 
1. Class Guidance. 

2. Chapter 9 Want to Be a Pilot? 
3. Speaking Practice and/or Presentation 
4. Chapter 10 Napoleon, the Pig? 
5. Speaking Practice and/or Presentation 
6. Chapter 11 Don’t Drop Dead Here! 
7. Speaking Practice and/or Presentation 
8. Chapter 12 Cheating Does Not Pay 

9. Speaking Practice and/or Presentation 
10. Chapter 13 Putting a Stop to Traffic Jams 
11. Speaking Practice and/or Presentation 
12. Chapter 14 The Laws of the Jungle 
13. Speaking Practice and/or Presentation 

14. Chapter 15 Law! What Is It Good for? 
15. Final Presentation 

 

<予習のあり方> テストに対応できる
ようにテキストを読み CD を聴く。単語

や表現の意味を調べ、スペルを覚える
ように努めること。 
<復習のあり方> テストや Exercises
を復習し理解を深める。CD を聴きリス
ニングスキルを向上させる。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Funny Laws in the World (Nan’un-do) 

評価方法 評価基準 

1. listening テスト （30%） 
2. 発表、質疑応答などを含む speaking (40%) 

3. 課題提出 （30%） 
 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ、合格点（60点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う 

履修上の注意点 

1. 履修者は 40名以内とする。                                         
2. 3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。            
3. 学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 



Effective EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 月曜日 ２時限 講義棟

４３番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小川 真也 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

小川 真也 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

1年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身に付けること

を学習目標とする演習科目である。 
 特にこの授業ではリーディングとライディングを中心に勉強する。第一に、英語で書かれた文
章を読み書きする上で必要な文法事項と語彙を身につけること、第二に、まとまった量の英語の
文章を独力で理解できるようになること、第三に、論理の流れを把握できるようになること、第
四に、英語で表現する力を身に付けることを目指す。 
 2 回の授業で１つの Unit を扱う。正確に読むことに主眼を置き、単語・熟語・文法事項等を
確認しながら記事を訳読し、段落ごとに要約し、トピック全体の理解を図る。記事が終わるごと

に本文にある表現などを使った英作文の問題を解き、英作文の後には小テストを実施する。 
授業のフォーカス：Reading and Writing 
 

A：コミュニケーショ

ン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

英語で書かれた文章を読む上で必要な文法事項と語彙を身につけること。(A) 
まとまった量の英語の文章を独力で理解できるようになること。(A) 

論理の流れを把握できるようになること。(A) 
英語で表現する力を身に付けること。(A) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

1. イントロダクション 
2. Unit 2: Japan’s Pollution Diet (1) 

3. Unit 2: Japan’s Pollution Diet (2) 
4. Unit 4: Safe Food for Japan (1) 
5. Unit 4: Safe Food for Japan (2) 
6. Unit 6: What to Make of a Warming Plateau (1) 
7. Unit 6: What to Make of a Warming Plateau (2) 
8. Unit 8: Abu Dhabi Company Searches for Greener Method of Desalination 
(1) 

9. Unit 8: Abu Dhabi Company Searches for Greener Method of Desalination 
(2) 
10. Unit 10: Hopes for Renewal in Japan, but Also a Host of Challenges (1) 
11. Unit 10: Hopes for Renewal in Japan, but Also a Host of Challenges (2) 
12. Unit 12: Need a Job? Invent It (1) 

13. Unit 12: Need a Job? Invent It (2) 
14. Unit 14: Myanmar’s Educators Reach Out to the World (1) 

15. Unit 14: Myanmar’s Educators Reach Out to the World (2) 
授業計画は必要に応じて変更することがある。 
 

予習を前提に授業を進めるので、あら
かじめテキストを読み、わからない語

句を辞書などで調べておくこと。 
Unit終了後には必ずテキストを読み返
し、わからなかった箇所を見直すこと。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト： Reading The New York Times 2 (小塚良孝、渡辺秀樹 成美堂 2015年) 

評価方法 評価基準 

授業での発表（訳読、英作文）20％ 小テスト 20％ 期末
テスト 60％ 

上記の目標が達成されている場合にのみ、60点以上の合格
点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、模範解答の解説を行う。 

履修上の注意点 

1. 履修者は 40 名以内とする。 
2. 3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
3. 学期開始以前に英語検定一級または TOEFL(PBT) 600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 



Effective EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 水曜日 １時限 講義棟

２１番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小暮 修三 5号館 205号室 email: skogure(at)kaiyodai.ac.jp 

* (at) を @ に変更して下さい。 

月曜日 10:30～12:00  

または、メールにて要予約 
 

担当教員 

小暮 修三 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

「人・モノ・情報」のグローバル化がますます進む世界では、様々な分野における多様な社会問
題が、論争の的となり、国境を越えて議論されている。私たちは、そのような諸問題について、
その背景知識を身に付け、国際的な場において討論し得る論理的能力及び批判的思考が求められ
ている。本授業は、今日のグローバル化に関する文献を読むことによって、英語の読解力を高め
るだけでなく、そのような論理的能力及び批判的思考の獲得を目的とする。なお、本科目は、1
年次に Basic English I & II 及び Practical English I & II で習得した英語力を向上させ、
アカデミックな英語運用能力の習得を学習目標とする演習科目である。 

授業のフォーカス: Academic Reading & Discussion 

◎A: コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

本授業は、今日のグローバル化に関する文献を読むことによって、英語の読解力を高めるだけでなく、論理的能力及び批
判的思考の獲得を目的とする（A）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

本授業は、以下の内容に従って行う。 

01. Introduction 
02-03. Interrogating the Text 
04-05. The 'Double Colonisation' of Women  
06-07. Migration, Colonialism and Decolonisation  
08-09. Cultural Diversity, Cultural Difference, Cultural Hybridity  
10-11. Globalisation and 'Postcoloniality': the New Imperium? (Part 1)  
12-13. Globalisation and 'Postcoloniality': the New Imperium? (Part 2)  

14-15. Globalisation and 'Postcoloniality': the New Imperium? (Part 3)  
※ 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

1. 予習：授業開始日に実施するガイダ

ンスを必ず受け、授業の目的や課題に
ついて理解すること。また、各週の課
題を提出して、授業に臨むこと。 
2. 復習：授業後に各授業の内容につい
て、理解・整理しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

McLeod, J. (Kimura, S., Yamada, Y., and Sugiura, K. eds.) (2015). Beginning Postcolonialism. Tokyo: Eihosha. 

評価方法 評価基準 

評価方法：成績は、次の割合で評価する。 

1. 複数回の試験を含めた定期試験 (50%) 
2. 達成度確認のための課題 (25%) 
3. 授業中の発表 (25%) 

上記の達成目標に到達した場合のみ、60%から 100%の間で

最終評価を行う。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。 

履修上の注意点 

1. 履修者は 40 名以内とする。 
2. 3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
3. 学期開始以前に英語検定一級または TOEFL 600 点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 



Effective EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 木曜日 １時限 

情報処理センター 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０３室 

 

gwen-u@--- 

 

水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ （海洋政策文化学科） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

1年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを
学習目標とする演習科目である。ここでは英語論文につながるような効果的なアカデミック・ラ
イティング・スキルを身につける。Topic sentencey や thesis statement の定義からはじめ、
最終的にはまとまった分量の academic paper を完成させる。学生は critical thinking, logical 
thinking をとおして 英語の学術論文の書き方の基礎を学習する。将来 それぞれの研究分野に

おいて 研究を進めていくことができるように アカデミックな場面に相応しい語彙力と表現
力の習得を目指す授業である。 
授業のフォーカス： Academic Writing 

◎A：コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．学術論文を英語で書く場合の基本を理解と習得している（Ａ） 
２．まとまった量のアカデミックなレポートを完成（Ａ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のスケジュールで授業を進める予定である。 
1 Guidance and topic sentence, thesis statement, and hypothesis  
statement, general structure of a paper 

2 Reviewing the three parts of a paragraph and the three parts of an essay 
3 An opinion paragraph, a problem-solution paragraph, IMRAD 
4 Supporting your ideas, quotations, references, footnotes, summarizing,  

paraphrasing, running head 
5 Decide your topic/thesis statement, background research, research  
methods, etc. and complete the fill-in sheets on your report 

6-7 Work on your reports 
8   Submit draft/outline of the main (body) part at the end of the class 
9  Work on reports in class 

10 Submit draft of introduction/conclusion at the end of the class 
11-12  Work on reports in class   
       How to write an abstract 
13 Confirm references, footnotes, title page, running head, abstract 
14 Work on your reports 
15 Submit reports 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予習：配布資料を熟読する 
復習: 返却された提出物の注意事項

を整理、理解する 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

プリント資料が配布される。 

評価方法 評価基準 

期末レポート（100％）によって評価する １．学術論文を英語で書く場合の基本を理解と習得しているか 
２．段階的に学習したことを習得しているか 
３．まとまった量の学術レポートが完成できたか 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 30 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。            

(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 



Effective EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 木曜日 ２時限 

情報処理センター 

／ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

上田 麻由子 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

上田 麻由子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

1年次に習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の基礎的運用能力を身につけることを

学習目標とする演習科目である。 
授業のフォーカス： Listening and Speaking 
さまざまな場面で、日本人が英語を話すうえで間違いやすい例を理解し、正しい言い方を習得す
る。そこで使われる単語や会話のパターンを学習するテキストを用いて英語のコミュニケーショ
ンスキルを習得する。活発なリスニングとスピーキングのアクティビティを行うことで、コミュ
ニケーションに活かせる自然な表現やボキャブラリーを習得する。 
代表的なトピック：質問における丁寧な表現、duringと whileの使い方の違いなど。 

 

◎A：コミュニケーシ

ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

日常的なシチュエーションにおける英語のコミュニケーションスキルの習得（A）、コミュニケーションに活かせる自然な

表現やボキャブラリーの習得（A）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は教科書に即して、1 章ずつ進めていく。会話のペアワーク、グループワ

ークやショート・ライティング、プレゼンテーションも行なう。 
第 1回 イントロダクション 
第 2回 UNIT1 Introducing Yourself 
第 3回 UNIT2 On Campus 
第 4回 UNIT3 In a Restaurant 
第 5回 UNIT4 On the Train / At the Station 

第 6回 UNIT5 At the Hotel 
第 7回 UNIT6 At the Hospital 
第 8回 UNIT7 Making Phone Call 
第 9回 UNIT8 Shopping 
第 10回 UNIT9 In a Business Meeting 
第 11回 UNIT10 At the Airport / On the Plane 
第 12回 UNIT11 On a Date 

第 13回 Review 1 
第 14回 Review 2 
第 15回 総復習 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

予習は必要としないが、授業後はテキ

ストの内容を、音声などを使って自分
の分からなかったところを中心に反復
練習すること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

武藤 克彦/青木 理沙『Common Errors in English Speaking 英会話の落とし穴』（マクミランランゲージハウス） 

評価方法 評価基準 

「達成目標」に到達した場合のみ、下記の基準で評価する。 
レポート・発表 30％、定期試験 70％   
発表では予習の度合いを問い、定期試験では基本的な知識
の取得度を評価する。 
 

到達目標をクリアした者にのみ最低 60%の評価点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 30 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1 回の欠席とみなす。30 分以上の遅刻・早退は欠席として

扱う。            
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Interactive EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 月曜日 ２時限 講義棟

３３番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

東郷 公徳 なし fwhn1847@mb.infoweb.ne.jp なし 

 

担当教員 

東郷公德（とうごう たかのり） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 健康に関する話題を扱った英文やそれに関連した設問に取り組むことを通して、アカデミック

な英語の実践的運用能力を身につけることを学習目標とする演習科目である。授業は指定した教
科書に従って進める。 
 前期に取り扱うテキストは、１２の章に分かれて、主に健康に関する話題を、日常使われる語
彙を使って論じた英文をもとに構成されている。授業では学生が英語の音声を聴いたり、英語の
文章や単語を口に出して発音する機会を出来るだけ多く設け、英語という外国語に音を通して慣
れることが出来るように配慮する。 
 また、各章の末尾にあるゲーム形式の練習課題を毎回こなすことで、読む、聴く、話す、書く、

という４技能全てを可能な限り活用し、学生の英語力増進を目指す。 
 

◎A：コミュニケーシ

ョン 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．英語で書かれた情報を理解する。（A） 
２．英語で話され情報を理解する。（A） 
３．英語の音声および文字で情報を伝えることが出来る。（A） 

４．英語で考えて問題を解決することが出来る。（K） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．イントロダクション 
２．何故英語を学ぶのか？ 
３．眠り 

４．アレルギー 
５．ストレス管理 
６．スポーツでの怪我 
７．前半の復習 
８．皮膚 
９．人格 
１０．栄養 

１１．香りの効用 
１２．加齢 
１３．鍼灸 
１４．主な死の原因 
１５．後半の復習 

 

毎回新たな話題を扱った章を一つずつ
扱うので、予習では、毎回扱う章を読
んで、意味や発音が分からない、或い

は曖昧な単語を辞書で調べて、その章
の内容を大まかに把握してくること。 
 復習では、教科書に出てくる単語や英
文を繰り返し音読することで、様々な
英語の表現に慣れて、実際に自分で使
えるようになることを目指して欲し
い。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

藤井哲郎、Adam Murray 共著 Health Matters 『英語で知る健康問題』 
金星堂、２００８年、２０１５年改訂新版。 
定価２０００円 
 

評価方法 評価基準 

定期試験１００パーセント 授業で扱った様々な英語表現を修得し活用できるようにな

っているかどうかを基準とする。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、試験問題に関する質問をメール等で受け付ける。 

履修上の注意点 

１．必ず予習してくること。 
２．教科書を持っていない学生には退出を求めるので必ず教科書を持ってくること。 

３．音読や会話練習などに積極的に参加すること。 
４．４年生以上の学生は履修することが出来ない。 
５．人数制限（４０名）があるので初回の授業に必ず参加すること。 



Interactive EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 月曜日 ４時限 

情報処理センター 

/ 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０

３室 

gwen-u@--- 水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける
ことを学習目標とする演習科目である。世界の共通言語である英語を使って、 リサーチした知
識や自分の考えを人前で伝えることを学習していく。ここでは、アカデミックなプレゼンテーシ
ョンに必要な Informative（知識を提供する）presentation/Persuasive（説得的）presentation
の違いを理解した上で、Power point プレゼンテーションの作成と原稿作りをする。大学生に

ふさわしい英語力・構成力・発表力を学ぶ。プレゼンテーション力向上の他に大学生として必要
なリサーチとは何かを考え material analysis を行う。 
授業のフォーカス： Research and Presentation 
 

◎A：コミュニケーシ
ョン、 
◎K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．学術発表などに必要なリサーチのあり方を学び（Ａ） 

２．英語でのプレゼンテーションの構成方法を習得（Ａ） 
３．英語のプレゼンテーションスキルを向上させる（Ａ） 
４．批判的思考力や教養、国際感覚を得る(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業では１つのユニットのＤＶＤを見て、Previewing Activitesから Expansion
間の exercises をする。以下のスケジュールで授業を進める予定である。 
1- Guidance and Unit 1 Pilot (Part 1) 

2- Unit 2 Pilot (Part 2) 
3- Discussion 
4- Unit 3 Run for your wife (Part 1) 
5- Unit 4 Run for your wife (Part 2) 
6- Discussion 
7- Unit 5 The bicycle thief (Part 1) 

8- Unit 6 The bicycle thief (Part 2) + Discussion 
9- Unit 7 Come fly with me (Part 1) 
10- Unit 8 Come fly with me (Part 2)+ Discussion 
11 Unit 9 The incident (Part 1) 
12-Unit 10The incident (Part 2)+ Discussion 
13-15 Semester Presentation Exams 
※ 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予 習  Previewing Activities と
exercises をしてくること。 
ＤＶＤを見てくること。 

復習 授業で終えた Exercises を整理、
理解する。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Modern Family by Christopher Lloyd (松柏社) 

評価方法 評価基準 

小スピーチと小発表 50%, 期末発表 50% １．学術発表などに必要なリサーチのあり方を理解しているか 
２．英語でのプレゼンテーションの構成方法を習得したか 
３．英語のプレゼンテーションスキルの向上 

４．批判的思考力や教養、国際感覚の習得 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 30名以内とする。 

（２）３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
（３）英語検定一級又はＴＯＥＦＬ600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し、1単位を与える。 



Interactive EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 水曜日 １時限 講義棟

４１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大野 美砂 大野美砂研究室（5 号館

2階 204 室） 

misa@海洋大のアドレス 月曜日 3限、水曜日 3限 

 

担当教員 

大野 美砂 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につけ
ることを学習目標とする演習科目である。英語の 4 技能（reading, listening, speaking, 
writing）すべてを訓練することを目的とするが、特に reading と writing に力を入れる。 
 クラスでは、最新の英字新聞やインターネットのニュースなどを教材とし、時事的な語彙や表
現方法を習得するとともに、読んだ内容について自分の意見を話したり書いたりすることで、英
語による発信力を身につける。またそうすることで、時事的な問題について知り、考え、意見を
まとめる機会をもつ。学生には、クラスでの議論に積極的に参加することが求められる。 

授業のフォーカス：Reading and Writing 

◎A:コミュニケーシ
ョン、 
◎K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

この授業は、（１）最新の英字新聞などを読み、議論をすることで、時事的な語いや表現方法を理解すること、（２）時事
的な問題について、自分の意見をもつこと、（３）英語で自分の意見を明確に話したり書いたりする能力を習得すること、

の３つを目標とする。英語の 4 技能（reading, listening, speaking, writing）すべてを訓練するが、特に、reading
と writingに力を入れる。（Ａ,Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

日本国内、海外で出版されている英字新聞、雑誌の記事、インターネット上の
オンライン・ニュースを教材にする。学生はあらかじめ教材となった英文を読
み、提起されている問題について考えておく。授業では、英文の内容について
確認した後、テーマについて議論する。最後に、テーマに関する自分の意見を
英語でまとめ、提出する。また、毎回授業の最初に、前週の教材で学んだ内容
をもとに、単語や構文のテストを行う。 

教材とする記事については、様々な分野から時事性の高いものを選びたいと思
うが、およそ、次のような内容を扱う予定。 
１．ガイダンス  
２－５．政治・経済 
６－８．環境 
９－12．文化 

13－14．教育 
15．  まとめ 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予習のあり方：受講生は授業の前に教
材となる英文を読んでおく。 
復習のあり方：授業の復習をして、次
週の小テストに備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

毎週授業の最後に、翌週の教材について指示する。 

評価方法 評価基準 

【成績評価の方法】試験（60%）、レポート・提出物（20%）、
発表（20%）の得点の合計結果によって評価する。 

１．時事的な表現方法や語彙を理解する 
２．時事的な問題について意見をもつ 
３．英語で自分の意見を明確に話したり書いたりする能力

を身につける 
上記の評価項目すべてにおいて、達成目標を最低限クリア
ーしている場合にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 40 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。            
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者にはこの授業を免除し、単位を与える。 



Interactive EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 水曜日 １時限 ＬＬ教室 / 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０３室 

 

gwen-u@--- 水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける
ことを学習目標とする演習科目である。アメリカの東部標準時刻午後 6 時 30 分から毎日放送さ
れている 3大ネットワークの一つである ABC放送の看板ニュース番組 “World News Tonight”
の録画(DVD) と 編集（文字化）されたテキストを使うことによって、英語理解力と文化・社
会における知識を深めていく。 その他に 各トピックについて、ディスカッションと短いプレ

ゼンテーションを行い、考えをまとめ、表現する力を身につけることも狙いの一つである。 
授業のフォーカス： Advanced Reading and Discussion  
 

◎A：コミュニケーシ
ョン、 
◎K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・２１世紀の社会と文化への理解を深める(K) 
・英語圏の大学一年生が受ける授業と同レベルの講義に慣れる(K) 

・アカデミックな場面で通用する英語力の習得(A) 
・本物の英語に接する事で 英語圏で活躍できるようになる(A,K) 
・英語での Power point presentationの基礎スキルを習得(A) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のスケジュールで授業を進める予定である。 
1~3   Guidance + Unit 2 Breadwinning Moms (including slide check) 

4~6   Unit 3 "Neighborhood Watch" in Space (including presentation check) 
7~8   Unit 5 Top Dog the Winner 
9~10   Unit 6 America Strong: Dance-a-thon 
11~12  Unit 7 Attention Shoppers: Changing the Labels 
13~15  Semester Exams 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

 

レクチャーをする学生は自分のトピッ
クの事前調査を行う（クラスの知識度

など） 
各レクチャーの終わりに written 
assignmentが配布され、レクチャー内
の重要な点の復習となる。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

ABC World News 17 山根繁  (金星堂) 
 

評価方法 評価基準 

授業中に行われる複数回の小発表と小テスト 50％と期末試

験（発表）50％の合計点で評価される。 
 

（１）応用する英語力があるか 

（２）基礎的なリスニング力があるか 
（３）批判的思考力を習得しているか  
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 30名以内とする。 
（２）３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
（３）英語検定一級又はＴＯＥＦＬ600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し、1単位を与える。 
 



Interactive EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 水曜日 １時限 講義棟

３５番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

田辺 章  語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

田辺 章 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける

ことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカス: Essential 
この授業においては、簡潔な英語を用いながら、文学、音楽、数学、社会科等の一般教養を広く
学習する。各回の授業では、使用テキストに沿って語彙、リーディング、ライティング、リスニ
ング、スピーキング等の演習を行う。受講者には各回適切な自宅学習が求められよう。受講者が
英語の基礎的理解力および表現力を修得し、文化と社会に関する意識を高める機会としたい。 
 

◎A: コミュニケーシ

ョン,  
◎K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.文法の基礎を修得し、読み、書き、聴き、話す能力を高める。 (A) 
2.種々の文化・社会事象についての理解を深める。 (K) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

15課から成るテキストの前半を使用する。 
1. イントロダクション 

2. Unit 1: 文字と言語 
3. Unit 1 
4. Unit 2: 句読法 
5. Unit 2 
6. Unit 3: 詩 
7. Unit 3 

8. Unit 4: 物語 
9. Unit 4 
10.Unit 5: 音楽 
11.Unit 5 
12.Unit 6: 計算 
13.Unit 6 
14.Unit 7: 計測 

15.Unit 7 
16.定期試験および解説 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

上記の計画に沿って適切な予習を行
い、各授業で十分に修得できていない

内容を中心に復習を行う。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Knowledge Expander: English for Liberal Arts（上村淳子ほか、朝日出版社、1,800 円） 

評価方法 評価基準 

試験（70%）および各授業における発表（30%）により評価する。 「達成目標」に到達した場合のみ、60%以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、出題の要点について解説する。 

履修上の注意点 

1.履修者は 40 名以内とする。 
2.3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
3.学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Interactive EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 水曜日 １時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

加藤 千晶 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

加藤千晶 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける

ことを学習目標とする演習科目である。 
この授業では、総合的な英語のコミュニケーション能力の向上を図るが、特にリスニング・スピ
ーキング能力の訓練に重点を置く。ネイティヴ・スピーカーの自然な速さの会話を聞き取り、そ
れに対して英語で迅速かつ効果的に反応できること、また平易な内容の記事等を速読し、自分の
意見を英語の文章にまとめることができるようになることを目指す。さらに、授業中の様々なア
クティヴィティーを通じて、語彙を増やし、海外の文化・生活様式についての理解を深める。ま
た、ペア/グループ・ワークによる会話の練習や口頭発表を通じて、英語で自分の意見を発信し、

他者と共同作業をしながら効果的に意思疎通を図る能力を体得する。 
 授業のフォーカス：Listening and Speaking 
 

◎Ａ: コミュニケー

ション、 
◎Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 日常生活における実際的な話題について、ネイティヴ・スピーカーの自然な速さの会話を聞き取ることができるよう
になること。(A) 

2. 身近な話題について、友達同士で自分の考えを述べ、応答しあうことができるようになること。(A) 
3. 自分の意見を、即興で、あるいは準備した原稿に基づき、１～２分程度のスピーチ又はプレゼンテーションとして、

クラスメートの前で姿勢・アイコンタクト・声量・発音等に気を配りながら発表することができるようになること。
(A、Ｋ) 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序の基づいて進める予定である。 
第１～第２週： Unit 1: Education  
第３～第４週： Unit 2: Personal Stories  
第５～第７週： Unit 3: Style and fashion 
第８～第１０週： Unit 4: Interesting lives 
第１１～第１３週： Unit 5: Our world 
第１４～第１５週： Unit ６:Organizing your time 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

（予習のあり方） テキストの内容に
目を通し、わからない単語を辞書で調
べ、疑問点を把握しておくこと。 
（復習のあり方） テキスト付属の
Self-study CD-ROM を用いて、授業で
終えた箇所の復習をすること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Four Corners (Student’s Book 3 with Self-study CD-ROM) , Cambridge UP 

評価方法 評価基準 

小テストを含むリスニングの筆記試験及び口頭発表により

評価する。評価の基準は次のとおりとする。 
試験 50％、口頭発表 50％の割合で評価する。 
 

達成目標に記載した 3 項目の技能を最低限習得した場合に

のみ、60％以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に解説を行い、復習と今後の学習を促す。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 40 名以内とする。 
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Interactive EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 水曜日 １時限 講義棟

３４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

宮崎 晴子 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

宮崎 晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける

ことを学習目標とする演習科目である。 
米国など英語圏の政治問題、社会問題、若者のトレンドなど様々なトピックを通して英語を学ん
でいく。 
ニュース番組のビデオを視聴して、リスニング能力を養い、各トピックで単語力を強化し、理解
力を深め、ペアワーク、グループワークの形態でディスカッションを行い、英語でのコミュニケ
ーション能力を養っていく。 
ビデオ教材以外にも英字新聞、インターネットサイト等を使い、プレゼンテーションにも取り組

んでもらう。 
授業のフォーカス： Listening and Speakinｇ 
 

◎A: コミュニケーシ

ョン 
◎K: 総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.英語のニュースを聞き取り、理解し、単語を習得すること (K) 
2ディスカッションやプレゼンテーションができるようになること(A) 

3 英語で様々なトピックに関しての知識をえること（K） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

毎回授業を３分割して進めていく。 
第１部では 
第２週から１５週を通して時事問題やその時々のタイムリーなトピックをとり

あげる。英字新聞の構成、記事の構成、インターネットのニュース記事などに
ついて学ぶ。 
第２部では 
ＣＢＳのニュースと付属テキストを使い、語彙をふやし、リスニング能力を主
に養う。 
テキストの１つのユニットを２週間にわたって学び、ニュース番組を前期で６、
７本扱う。 

生徒用ＤＶＤでの予習復習が可能。 
第３部では 
テキストのトピックまたは時事問題をとりあげ、ペア・ワーク、ディスカッシ
ョン、プレゼンテーションなどを通してコミュニケーション能力を育てる。 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

 

予習のあり方 生徒用 DVD で、次週の
課の内容を理解しておく。 
復習のあり方 授業で学んだニュー

ス、語彙や記事の内容を整理しておく 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

CBS NewsBreak 成美堂 (前半) 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
定期試験（40％）、発表（30％）、レポート（30％）の得点
の合計結果によって評価する。 
 

 ニュースの中の単語、表現を習得しているか 
 ニュースの英語のリスニング能力が向上しているか 
 プレゼンテーション能力が身についたか 
 新聞記事を概略としてまとめ、レポートが作れるか 

  以上について最低限の理解が得られている場合にの
み、60％以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に試験問題の解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 40 名以内とする。 
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 



Interactive EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 月曜日 ２時限 講義棟

３３番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

東郷 公徳 なし fwhn1847@mb.infoweb.ne.jp なし 

 

担当教員 

東郷 公德 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける

ことを学習目標とする演習科目である。授業は指定した教科書に従って進める。 
  後期に使用する教科書では、国内外で話題となっている様々な分野の社会問題を毎回ひとつ
ずつ取り上げ、それぞれについて様々な異なる意見があることを学びながら、様々な分野で使わ
れる語彙や表現を学ぶ、という構成になっている。その過程で、批判的な思考方法や議論の方法
を身に付けることを目指す。 
  予習の段階で、辞書を引いて英文を読み、読解力の訓練を行う。授業では、CD 音声を使って、
異なる立場の意見を読むだけでなく聴くことを通して、聴力の訓練を行う。また、異なる立場か

らの主張を音読することで、英語で意見を述べる基礎訓練を行う。最後に、自分なりの意見をま
とめることで英語で自分の主張を書く訓練を行う。 
  このように、読む、聴く、話す、書く、という４つの技能を全て使い、総合的な英語力を養
うことを目指す。 

◎A：コミュニケーシ

ョン 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．英語で書かれた情報を理解する。（A） 

２．英語で話され情報を理解する。（A） 
３．英語の音声および文字で情報を伝え、議論することが出来る。（A） 
４．英語で考えて自分の意見をまとめ、英語で書くことが出来る。（K） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．イントロダクション 
２．浮気心 

３．心霊現象 
４．インターネット交際 
５．仕事と人生 
６．経歴詐称 
７．広告 
８．リアリティ番組 
９．スポーツと暴力 

１０．ファッション 
１１．落書き 
１２．美容 
１３．怒り 
１４．児童労働 

１５．知性 

毎回新たな、問題を扱った章を一つず
つ扱うので、予習では、毎回扱う章を

読んで、意味や発音が分からない、或
いは曖昧な単語を辞書で調べて、その
章の内容を大まかに把握してくるこ
と。 
 復習では、教科書に出てくる英文を繰
り返し音読することで、様々な英語の
表現に慣れて、実際に自分で使えるよ

うになることを目指して欲しい。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Cheryl Pavlik 著 静哲人 編著 Burning Issues: Intermediate Level 
松柏社、２０１５年 
定価 １８００円 
 

評価方法 評価基準 

定期試験 １００パーセント 授業で扱った様々な英語表現を修得し活用できるようにな

っているかどうかを基準とする。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、試験問題に関する質問をメール等で受け付ける。 

履修上の注意点 

１．必ず予習してくること。 
２．教科書を持っていない学生には退出を求めるので必ず教科書を持ってくること。 

３．音読や意見の発表などに積極的に参加すること。 
４．４年生以上の学生は履修することが出来ない。 
５．人数制限（４０名）があるので初回の授業に必ず参加すること。 



Interactive EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 月曜日 ４時限 

情報処理センター 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小暮 修三 5号館 205号室 email: skogure(at)kaiyodai.ac.jp  

* (at) を @ に変更して下さい。 

月曜日 10:30～12:00  

または、メールにて要連絡 
 

担当教員 

小暮 修三 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本科目は、海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を
身につけることを学習目標とする演習科目である。「人・モノ・情報」のグローバル化がますま
す進む世界では、自らの価値観や生き方を尊重するのみならず、人々の多様な価値観や生き方、
すなわち文化的多様性を尊重することが求められる。本講義では、リーディング・ライティング
に重点を置きながら、英語圏の文化・社会に関する知識を獲得し、アカデミックなリサーチ方法
及び論文（エッセイ）作成技術を習得する。 
授業のフォーカス： Research & Writing 

◎A：コミュニケーシ
ョン 
◎K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1) リーディング・ライティングに重点を置きながら英語圏の文化に関する知識を獲得する（A）。 
2) アカデミックなリサーチ方法及び論文（エッセイ）作成技術を習得する（K）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

英語圏の国々の様々な歴史・文化に関する理解を深め、英語という共通言語を
話しながらも異なる歴史・文化についてリサーチ・論文作成を行う。授業は以

下の段階に沿って進める。 
1. テーマ設定 
   1) ブレインストーム 
   2) 構成 
   3) アウトライン 
2. リサーチ 
   1) 学術論文（オンライン・図書館） 

   2) スキャンニング・スキミング 
   3) 参考文献 
3. 資料の分析・要約 
   1) ロジック（議論・説得力） 
   2) 要約・パラフレーズ 
   3) 引用 

4. エッセイ作成 
※ 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

1. 予習：授業開始日に実施するガイダ
ンスを必ず受け、授業の目的や課題

について理解すること。また、各週
の課題を提出して、授業に臨むこと。 

2. 復習：授業後に各授業の内容につい
て、理解・整理しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

各種プリントを配布。 

評価方法 評価基準 

評価方法：成績は、次の割合で評価する。 

1. 学期末論文作成 (40%) 
2. 達成目標確認のための課題 (30%) 
3. 授業中の発表 (30%) 

上記の達成目標に到達した場合のみ、60%から 100%の間で

最終評価を行う。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示を行う。 

履修上の注意点 

1. 履修者は 40 名以内とする。 
2. 3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
3. 学期開始以前に英語検定一級または TOEFL 600 点以上(PBT)を取得した者にはこの授業を免除し、単位を与える。 



Interactive EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 水曜日 １時限 講義棟

４１番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大野 美砂 大野美砂研究室（5 号館

2階 204 室） 

misa@海洋大のアドレス 月曜日 3限、水曜日 3限 

 

担当教員 

大野 美砂 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につけ
ることを学習目標とする演習科目である。英語の 4 技能（reading, listening, speaking, 
writing）すべてを訓練することを目的とするが、特に reading と writing に力を入れる。 
 クラスでは、最新の英字新聞やインターネットのニュースなどを教材とし、時事的な語彙や表
現方法を習得するとともに、読んだ内容について自分の意見を話したり書いたりすることで、英
語による発信力を身につける。またそうすることで、時事的な問題について知り、考え、意見を
まとめる機会をもつ。学生には、クラスでの議論に積極的に参加することが求められる。 

授業のフォーカス：Reading and Writing 

◎A:コミュニケーシ
ョン、 
◎K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

この授業は、（１）最新の英字新聞などを読み、議論をすることで、時事的な語いや表現方法を理解すること、（２）時事
的な問題について、自分の意見をもつこと、（３）英語で自分の意見を明確に話したり書いたりする能力を習得すること、

の３つを目標とする。英語の 4 技能（reading, listening, speaking, writing）すべてを訓練するが、特に、reading
と writingに力を入れる。（Ａ,Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

日本国内、海外で出版されている英字新聞、雑誌の記事、インターネット上の
オンライン・ニュースを教材にする。学生はあらかじめ教材となった英文を読
み、提起されている問題について考えておく。授業では、英文の内容について
確認した後、テーマについて議論する。最後に、テーマに関する自分の意見を
英語でまとめ、提出する。また、毎回授業の最初に、前週の教材で学んだ内容
をもとに、単語や構文のテストを行う。 

教材とする記事については、様々な分野から時事性の高いものを選びたいと思
うが、およそ、次のような内容を扱う予定。 
１．ガイダンス  
２－５．政治・経済 
６－８．環境 
９－12．文化 

13－14．教育 
15．  まとめ 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予習のあり方：受講生は授業の前に教
材となる英文を読んでおく。 
復習のあり方：授業の復習をして、次
週の小テストに備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

毎週授業の最後に、翌週の教材について指示する。 

評価方法 評価基準 

【成績評価の方法】試験（60%）、レポート・提出物（20%）、
発表（20%）の得点の合計結果によって評価する。 

１．時事的な表現方法や語彙を理解する 
２．時事的な問題について意見をもつ 
３．英語で自分の意見を明確に話したり書いたりする能力

を身につける 
上記の評価項目すべてにおいて、達成目標を最低限クリア
ーしている場合にのみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 40 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。            
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上(PBT)を取得した者にはこの授業を免除し、単位を与える。 



Interactive EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 水曜日 １時限 ＬＬ教室 / 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０３室 

 

gwen-u@--- 

 

水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける
ことを学習目標とする演習科目である。アメリカの東部標準時刻午後 6 時 30 分から毎日放送さ
れている 3大ネットワークの一つである ABC放送の看板ニュース番組 “World News Tonight”
の録画(DVD) と 編集（文字化）されたテキストを使うことによって、英語理解力と文化・社
会における知識を深めていく。 その他に 各トピックについて、ディスカッションと短いプレ

ゼンテーションを行い、考えをまとめ、表現する力を身につけることも狙いの一つである。 
授業のフォーカス： Advanced Reading and Discussion  
 

◎A：コミュニケーシ
ョン、 
◎K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

・２１世紀の社会と文化への理解を深める(K) 
・英語圏の大学一年生が受ける授業と同レベルの講義に慣れる(K) 

・アカデミックな場面で通用する英語力の習得(A) 
・本物の英語に接する事で 英語圏で活躍できるようになる(A,K) 
・英語での Power point presentationの基礎スキルを習得(A) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のスケジュールで授業を進める予定である。 
1~3    Unit 9  Ban Bossy (includes slide and presentation check) 

4~5    Unit 10 (includes presentation check) 
6      Unit 11 Big Changes in the SATs 
7~9    Unit 12 Sleepless in America 
10~11  Unit 13 Farmer's Market 
12     Unit 15 America Strong 
13~15  Semester Exams 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

レクチャーをする学生は自分のトピッ
クの事前調査を行う（クラスの知識度

など） 
各レクチャーの終わりに written 
assignmentが配布され、レクチャー内
の重要な点の復習となる。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

ABC World News 17 山根繁  (金星堂) 
 

評価方法 評価基準 

授業中に行われる複数回の小発表と小テスト 50％と期末試
験（発表）50％の合計点で評価される。 
 

（１）応用する英語力があるか 
（２）基礎的なリスニング力があるか 
（３）批判的思考力を習得しているか  
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 30名以内とする。 
（２）３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
（３）英語検定一級又はＴＯＥＦＬ600点以上(PBT)を取得した者には、この授業を免除し、1単位を与える。 
 



Interactive EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 水曜日 １時限 講義棟

３５番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

田辺 章  語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

田辺 章 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける

ことを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカス: Essential 
この授業においては、簡潔な英語を用いながら、文学、音楽、数学、社会科等の一般教養を広く
学習する。各回の授業では、使用テキストに沿って語彙、リーディング、ライティング、リスニ
ング、スピーキング等の演習を行う。受講者には各回適切な自宅学習が求められよう。受講者が
英語の基礎的理解力および表現力を修得し、文化と社会に関する意識を高める機会としたい。 
 

◎A: コミュニケーシ

ョン,  
◎K: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1.文法の基礎を修得し、読み、書き、聴き、話す能力を高める。 (A) 
2.種々の文化・社会事象についての理解を深める。 (K) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

15課から成るテキストの後半を使用する。 
1. イントロダクション 

2. Unit 8: 統計 
3. Unit 8 
4. Unit 9: 商業 
5. Unit 9 
6. Unit 10: 健康と栄養 
7. Unit 10 

8. Unit 11: 地理 
9. Unit 11 
10.Unit 12: 気象 
11.Unit 12, 13： 世界の問題 
12.Unit 13 
13.Unit 14: 犯罪 
14.Unit 14, 15 家政 

15.Unit 15 
16.定期試験および解説 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

上記の計画に沿って適切な予習を行い、
各授業で十分に修得できていない内容

を中心に復習を行う。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Knowledge Expander: English for Liberal Arts（上村淳子ほか、朝日出版社、1,800 円） 

評価方法 評価基準 

試験（70%）および各授業における発表（30%）により評価する。 「達成目標」に到達した場合のみ、60%以上の合格点
を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、出題の要点について解説する。 

履修上の注意点 

1.履修者は 40 名以内とする。 
2.3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
3.学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Interactive EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 水曜日 １時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

加藤 千晶 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

加藤千晶 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける

ことを学習目標とする演習科目である。 
この授業では、総合的な英語のコミュニケーション能力の向上を図るが、特にリスニング・スピ
ーキング能力の訓練に重点を置く。ネイティヴ・スピーカーの自然な速さの会話を聞き取り、そ
れに対して英語で迅速かつ効果的に反応できること、また平易な内容の記事等を速読し、自分の
意見を英語の文章にまとめることができるようになることを目指す。さらに、授業中の様々なア
クティヴィティーを通じて、語彙を増やし、海外の文化・生活様式についての理解を深める。ま
た、ペア/グループ・ワークによる会話の練習や口頭発表を通じて、英語で自分の意見を発信し、

他者と共同作業をしながら効果的に意思疎通を図る能力を体得する。 
 授業のフォーカス：Listening and Speaking 
 

◎Ａ: コミュニケー

ション、 
◎Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1. 日常生活における実際的な話題について、ネイティヴ・スピーカーの自然な速さの会話を聞き取ることができるよう
になること。(A) 

2. 身近な話題について、友達同士で自分の考えを述べ、応答しあうことができるようになること。(A) 
3. 自分の意見を、即興で、あるいは準備した原稿に基づき、１～２分程度のスピーチ又はプレゼンテーションとして、
クラスメートの前で姿勢・アイコンタクト・声量・発音等に気を配りながら発表することができるようになること。(A、
Ｋ) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序の基づいて進める予定である。 
第１～第２週： Unit 7: Personalities 
第３～第４週： Unit 8: The Environment  
第５～第７週： Unit 9: Relationships 
第８～第１０週： Unit 10: Living your life 
第１１～第１３週： Unit 11: Music 
第１４～第１５週： Unit 12: On vacation 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

（予習のあり方） テキストの内容に
目を通し、わからない単語を辞書で調
べ、疑問点を把握しておくこと。 
（復習のあり方） テキスト付属の
Self-study CD-ROM を用いて、授業で
終えた箇所の復習をすること。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Four Corners (Student’s Book 3 with Self-study CD-ROM) , Cambridge UP 

評価方法 評価基準 

小テストを含むリスニングの筆記試験及び口頭発表により

評価する。評価の基準は次のとおりとする。 
試験 50％、口頭発表 50％の割合で評価する。 
 

達成目標に記載した 3 項目の技能を最低限習得した場合に

のみ、60％以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 40 名以内とする。 
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Interactive EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 水曜日 １時限 講義棟

３１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

宮崎 晴子 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

宮崎 晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

海外の文化・社会に対する理解を深めつつ、アカデミックな英語の実践的運用能力を身につける

ことを学習目標とする演習科目である。 
 前期と同様に米国など英語圏の政治問題、社会問題、若者のトレンドなど様々なトピックを通
して英語を学んでいく。 
ニュース番組のビデオを視聴して、リスニング能力を養い、各トピックで単語力を強化し、理解
力を深め、ペアワーク、グループワークの形態でディスカッションを行い、英語でのコミュニケ
ーション能力を養っていく。 
ビデオ教材以外にも英字新聞、インターネットサイト等を使い、プレゼンテーションにも取り組

んでもらう。 
 授業のフォーカス： Listening and Speakinｇ 
 

◎A: コミュニケーシ

ョン 
◎K: 総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

（学習・教育到達目標との対応） 1 英語のニュースを聞き取り、理解し、単語を習得すること (K) 
 2 ディスカッションやプレゼンテーションができるようになること(A) 

 3 英語で様々なトピックに関しての知識をえること（K） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

前期同様、毎回授業を３分割して進めていく。 
 第１部では 
第２週から１５週を通して時事問題やその時々のタイムリーなトピックをとり
あげる。英字新聞の構成、記事の構成、インターネットのニュース記事などに

ついて学ぶ。 
 第２部では 
ＣＢＳのニュースと付属テキストを使い、語彙をふやし、リスニング能力を主
に養う。 
テキストの１つのユニットを２週間にわたって学び、ニュース番組を前期で６、
７本扱う。 
 生徒用ＤＶＤでの予習復習が可能。 

 第３部では 
 テキストのトピックまたは時事問題をとりあげ、ペア・ワーク、ディスカッシ
ョン、プレゼンテーションなどを通してコミュニケーション能力を育てる。 
 授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

予習のあり方 生徒用 DVD で、次週の
課の内容を理解しておく。 
 復習のあり方 授業で学んだニュー
ス、語彙や記事の内容を整理しておく 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

CBS NewsBreak 成美堂 (後半) 

評価方法 評価基準 

【評価の方法】 
 定期試験（40％）、発表（30％）、レポート（30％）の得点
の合計結果によって評価する。 
 

ニュースの中の単語、表現を習得しているか 
ニュースの英語のリスニング能力が向上しているか 
プレゼンテーション能力が身についたか 
新聞記事を概略としてまとめ、レポートが作れるか 
以上について最低限の理解が得られている場合にのみ、
60％以上の合格点を与える。 

 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に試験問題の解説を行う 

履修上の注意点 

(1)履修者は 40 名以内とする。 

(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
(3)学期開始以前に英語検定一級または TOEFL600点以上（PBT）を取得した者には、この授業を免除し単位を与える。 
 



Intensive EnglishI 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ３年/選択/1単位 前学期 月曜日 ２時限 ８号館

２０５番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

大野 美砂 大野美砂研究室（5 号館

2階 204 室） 

misa@海洋大のアドレス 月曜日 3限、水曜日 3限 

 

担当教員 

大野美砂 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

 本授業科目は、2年次までに習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の応用的運用能
力を身につけることを学習目標とする演習科目である。授業のフォーカスは readingと writing。 
 学生たちが各学科の研究室や大学院などでそれぞれの専門の研究を進めるときに、英語の資料
を正確に読み、自分の研究の成果を正確な英語で発表する能力が必要不可欠である。クラスでは、
科学に関する基本的な語彙や読解力、構文パターンの習得、および英文作成力の向上を目的とし
て、学生が研究を進めるときに必要とするアカデミックな英語の能力を身につける訓練をする。 

◎：Aコミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．最新の科学雑誌や英字新聞の科学に関する記事を読み、議論することで、科学論文やエッセイに見られる語彙や表現
を理解する。（A) 
２．英語で自分の意見を正確に書く能力を習得する。（A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

毎回授業では、（１）はじめに構文テストを行い（２）次に科学雑誌記事を読み
（３）最後に作文演習を行う。 

１．   ガイダンス 
２．３  睡眠の不思議 
４．５  アルコールの効用 
６．７  古代人の寿命 
８．   中間試験 
９．10  あくびの理由 
11．12  深海魚と水圧 

13．14  イモリの再生力 
15．   まとめ 

予習のあり方：受講生は授業の前に教
材となる英文を読んでおく。 

復習のあり方：授業の復習をして、次
週の小テストに備える。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

読解のための教材として、Into the Frontier: Science Forges Ahead （南雲堂） 
英作文のための教材として、『大学生のための英語構文・文法完全理解ハイギア』（南雲堂） 

評価方法 評価基準 

試験（80%）、発表（20%）の得点の合計結果によって評
価する。 
 

１．科学論文やエッセイに見られる語彙や表現を理解している。 
２．英語で自分の意見を正確に書く能力を習得している。 

上記項目において達成目標を最低限クリアーしている場合に
のみ 60%以上の点数を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

１．3回を超える欠席があった場合、単位を与えない。遅刻 3回を 1回の欠席とみなす。 
２．宿題をしてこない者は欠席扱いとする。 
 



Intensive EnglishII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ３年/選択/1単位 後学期 月曜日 ２時限 ＬＬ教室 / 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

日台 晴子 5号館 206 h-hidai@海洋大アドレス オフィス：5号館 206 

オフィス・アワー：月曜日 3限・

昼休み、水曜日昼休み・4限 

 
 

担当教員 

日台晴子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

二年次までに修得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の応用的運用能力を身につけるこ
とを学習目標とする演習科目である。（フォーカス：Reading and Writing) 
この授業は、基本的な科学用語の語彙力及び読解力の養成と、構文パターンの習得及び英文作成
力の向上を目的とする。科学用語の語彙力と読解力に関しては、イギリスの科学雑誌 New 
Scientistの記事を読み、よく使われる単語や熟語等の表現を繰り返し使うことにより、習得す
る。また英文作成力を身につけるために、500の構文を暗記し、文章を書く基礎力を向上させる。

アカデミックな場で国際的に活躍するために必要な英語能力を習得するために、科学論文に慣
れ、構文例を音読筆写するなど、授業外での自習が必要となる。 
 

◎A:コミュニケーシ
ョン 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

（１）最新の科学雑誌の科学に関する記事を読み、理解することで、科学論文やエッセイに見られる語彙や表現に慣れる
こと(A) 

（２）英語で自分の意見を正確に書く力を習得すること (A) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

毎回授業の初めに構文テストを行い、次に科学雑誌記事を読み、最後に作文演
習を行う。 
１．ガイダンス 
２‐３．Lesson 7: Gene terapy rejuvenates muscle（遺伝子治療の最前線）  

４‐５．Lesson 8: Space healing（宇宙飛行士の傷）  
６‐７．Lesson 9: On the scent（嗅覚の神秘） 
８‐９．Lesson 10: Poles apart（地磁気の方向転換） 
１０．中間試験 
１１‐１２．Lesson 11: It all fits（人類出現と皆既日食）   
１３‐１４．Lesson 12: Sorry, we'll be late（ET が地球にこない理由） 
１５．定期試験 

 

課題の記事に出てくるわからない単語
や表現を調べ、読んでくる。小テスト
に備える。 
小テストで間違えたところを復習す

る。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Into the Frontier―Science Forges Ahead―（南雲堂） 
大学生のための英語構文・文法完全理解ハイギア（南雲堂） 

評価方法 評価基準 

複数回のテストを含む定期試験-80%、授業中の発表等-20%。 科学論文やエッセイに見られる語彙や表現に慣れること

と、英語で自分の意見を正確に書く力を習得することにつ
いて、最低限の理解が得られている場合のみ、以下の基準
に沿って 60点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の提示と解説を行う。後日指定の期間に教員室にて答案の提示 
を行う。 
 

履修上の注意点 

１．3回を超える欠席があった場合、単位を与えない。遅刻 3回を 1回の欠席とみなす。 
２．宿題をしてこない者は欠席扱いとする。 



Intensive EnglishIII 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ３年/選択/1単位 前学期 木曜日 ２時限 ＬＬ教室 / 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０３室 

 

gwen-u@--- 

 

水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ （海洋政策文化学科） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

2年次までに習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の応用的運用能力を身に付けるこ
とを 学習目標とする演習科目である。 
この授業では 日刊新聞紙であるニューヨークタイムズ の記事で、(1) 世界標準の英語を 読み 
(2) 語彙力を増やし、読解力を強化 (3) 社会問題の知識を深め (4) 自分の意見を的確に言える
ようになり (5)リスニング力を強化することで 相手の意見を聴けるようになることを目標と
する。（１）～（５）を行うことで 論理的思考の向上も目指す。ニューヨークタイムズ紙のア

メリカ合衆国内での発行部数は第 3 位といわれている。記事を元に学生が discussion をするこ
とで発言する機会を増やし、英語で話す自信をつける。 
授業のフォーカス： Discussion and Debate 
 

◎A：コミュニケーシ
ョン、 
◎K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．批判的思考や教養、国際感覚を得る（Ｋ） 

２．議論に必要な語彙や表現を習得する（Ａ） 
３．英語で自分の意見を正確に伝える能力を習得（Ｋ） 
４．読解力を向上できる（Ａ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のスケジュールで授業を進める予定である。 

1- Guidance and Unit 4 Exercises 
2- Unit 4 Safe Food for Japan discussion 
3- Unit 4 debate 
4- Unit 7 The Decline of E-Empires exercises 
5- Unit 7 discussion 
6- Unit 7 debate 
7- Unit 10 Hopes for Renewal in Japan exercises 

8- Unit 10 discussion 
9- Unit 10 debate 
10- Unit 12 Need a Job? Invent it? 
11- Unit 12 discussion  
12. Unit 12 debate 
13-15. Semester exam 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

 

予習:  Keywords and Exercises を理

解して、解いておく。 
復習:  授業でした事を整理、確認す

る。わからない事は次の授業ま
でに調べておく。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Reading The New York Times 2 by Yoshitaka Kozuka (Seibido) 

評価方法 評価基準 

小発表/スピーチ 60％・期末試験 40％ 
 

１．批判的思考や教養、国際感覚を習得 
２．議論に必要な語彙や表現を習得 

３．英語で自分の意見を正確に伝える能力を習得 
４．読解力を向上した 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

１．3回を超える欠席があった場合、単位を与えない。遅刻 3回を 1回の欠席とみなす。 
２．宿題をしてこない者は欠席扱いとする。 
 



Intensive EnglishIV 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ３年/選択/1単位 後学期 木曜日 ２時限 ＬＬ教室 / 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

Gwen Uchida Gwen Uchida ５号館２０３室 

 

gwen-u@--- 

 

水曜日 15:00-17:00 (対応

できない場合もある。5 分

以上必要の場合はアポイ

ントを取るように。） 
 

担当教員 

グエン ウチダ （海洋政策文化学科） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

2年次までに習得した英語力を向上させ、アカデミックな英語の応用的運用能力を身に付けるこ
とを 学習目標とする演習科目である。 
この授業では 日刊新聞紙であるニューヨークタイムズ の記事で、(1) 世界標準の英語を 読み 
(2) 語彙力を増やし、読解力を強化 (3) 社会問題の知識を深め (4) 自分の意見を的確に言える
ようになり (5)リスニング力を強化することで 相手の意見を聴けるようになることを目標と
する。（１）～（５）を行うことで 論理的思考の向上も目指す。ニューヨークタイムズ紙のア

メリカ合衆国内での発行部数は第 3 位といわれている。記事を元に学生が discussion をするこ
とで発言する機会を増やし、英語で話す自信をつける。 
授業のフォーカス： Discussion and Debate 
e 

◎A：コミュニケーシ
ョン、 
◎K：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．批判的思考や教養、国際感覚を得る（Ｋ） 

２．議論に必要な語彙や表現を習得する（Ａ） 
３．英語で自分の意見を正確に伝える能力を習得（Ｋ） 
４．読解力を向上できる（Ａ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

以下のスケジュールで授業を進める予定である。 

1- Guidance and Unit 2 Exercises 
2- Unit 2 Without Babies, Can Japan Survivediscussion 
3- Unit 2 debate 
4- Unit 9 British Employers See Value in Europe exercises 
5- Unit 9 discussion 
6- Unit 9 debate 
7- Unit 11 Madrid and Istanbul Respond Differently exercises 

8- Unit 11 discussion 
9- Unit 11 debate 
10- Unit 13 Arts Education in Singapore exercises 
11- Unit 13 discussion  
12. Unit 13 debate 
13-15. Semester exam 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

 

予習:  Keywords and Exercises を理

解して、解いておく。 
復習:  授業でした事を整理、確認す

る。わからない事は次の授業ま
でに調べておく。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

Reading The New York Times 2 by Yoshitaka Kozuka (Seibido) 

評価方法 評価基準 

小発表/スピーチ 60％・期末試験 40％ 
 

１．批判的思考や教養、国際感覚を習得 
２．議論に必要な語彙や表現を習得 

３．英語で自分の意見を正確に伝える能力を習得 
４．読解力を向上した 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の期間に教員室にて答案及び模範解答を提示するとともに解説を行う。 

履修上の注意点 

１．3回を超える欠席があった場合、単位を与えない。遅刻 3回を 1回の欠席とみなす。 
２．宿題をしてこない者は欠席扱いとする。 
 



基礎ドイツ語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟

２１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

森 公成 ５号館２階 講師控室 教務係へ問い合わせてください。 語学専任教員を通じて連

絡可能。 
 

担当教員 

森 公成 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

はじめてドイツ語を学ぶ学生を対象とし、文法を中心とした、総合的な基礎能力の習得をめざす。 
具体的には、 
１．ドイツ語の正確な発音を身につけ、簡単な会話表現を可能にする。 
２．基礎文法を理解し、平易な文の読解を可能にする。 
３．ドイツ人の生活や教育制度、政治や経済、歴史や環境への取り組みなど、ドイツに関するさ
まざまな情報を多面的に提供し、ドイツへの関心や理解を深める。その際、視覚教材がおおい
に利用されるであろう。 

４．ドイツの歌も紹介する。 
毎時間発音練習をし、重要な文法事項に関しては繰り返し説明をする。さらに、随時小テスト
を実施し、理解を確実なものにする。 

 

◎Ａ：コミュニケーシ
ョン 
〇Ｉ：生涯学習 
〇Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

多様なコミュニケーション能力の習得。  （Ａ） 

ドイツ語で書かれた文献を読む。  （Ｉ） 
他国の環境への取り組みなどを知ることにより、多面的に判断する能力を育てる。  （Ｋ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

第１回  ガイダンス、ドイツ語圏についてとドイツ語の特徴 
第２回  アルファベート 
第３回  発音 

第４回  数詞、あいさつ表現 
第５回  第１課：動詞の現在人称変化 
第６回  音楽 
第７回  第２課：名詞の性と格 
第８回  教育制度 
第９回  第３課：複数形 

第１０回 スポーツ 
第１１回 中間試験 
第１２回 第４課：命令形と人称代名詞 
第１３回 ファーストフード 
第１４回 第５課：前置詞 
第１５回 友だち 
授業の進捗度・理解度により変更することもある。 

 

(予習のあり方) 
授業の最後に次回までの課題を出す。 
(復習のあり方) 

授業内容を整理し、理解度を深める。
小テストがある場合は、それに備える。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：「ぼくらの未来」（荻野蔵平、石井寿子、Andrea Raab著 朝日出版社） 

評価方法 評価基準 

中間試験（４０％）＋期末試験（６０％）で評価する。 あいさつ表現が使えるか、発音の基礎ができているか、名
詞の格変化を理解しているか、動詞の現在人称変化ができ

るか、数詞を習得しているかどうかにおいて、達成目標を
クリアーしている場合にのみ、６０点以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験については解説を行う。小テスト等は授業内で返却する。 

履修上の注意点 

（１） 履修者は５０名以内とする。 

（２） ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎ドイツ語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

２１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

森 公成 ５号館２階 講師控室 教務係へ問い合わせてください。 語学専任教員を通じて連

絡可能。 
 

担当教員 

森 公成 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

はじめてドイツ語を学ぶ学生を対象とし、文法を中心とした、総合的な基礎能力の習得をめざす。 
具体的には、 
１．ドイツ語の正確な発音を身につけ、簡単な会話表現を可能にする。 
２．基礎文法を理解し、平易な文の読解を可能にする。 
３．ドイツ人の生活や教育制度、政治や経済、歴史や環境への取り組みなど、ドイツに関するさ
まざまな情報を多面的に提供し、ドイツへの関心や理解を深める。その際、視覚教材がおおい
に利用されるであろう。 

４．ドイツの歌も紹介する。 
毎時間発音練習をし、重要な文法事項に関しては繰り返し説明をする。さらに、随時小テスト
を実施し、理解を確実なものにする。 

 

◎Ａ：コミュニケーシ
ョン 
〇Ｉ：生涯学習 
〇Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

多様なコミュニケーション能力の習得。  （Ａ） 

ドイツ語で書かれた文献を読む。  （Ｉ） 
他国の環境への取り組みなどを知ることにより、多面的に判断する能力を育てる。  （Ｋ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

第１回  ガイダンス、ドイツ語圏についてとドイツ語の特徴 
第２回  アルファベート 
第３回  発音 

第４回  数詞、あいさつ表現 
第５回  第１課：動詞の現在人称変化 
第６回  音楽 
第７回  第２課：名詞の性と格 
第８回  教育制度 
第９回  第３課：複数形 

第１０回 スポーツ 
第１１回 中間試験 
第１２回 第４課：命令形と人称代名詞 
第１３回 ファーストフード 
第１４回 第５課：前置詞 
第１５回 友だち 
授業の進捗度・理解度により変更することもある。 

 

(予習のあり方) 
授業の最後に次回までの課題を出す。 
(復習のあり方) 

授業内容を整理し、理解度を深める。
小テストがある場合は、それに備える。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：「ぼくらの未来」（荻野蔵平、石井寿子、Andrea Raab著 朝日出版社） 

評価方法 評価基準 

中間試験（４０％）＋期末試験（６０％）で評価する。 あいさつ表現が使えるか、発音の基礎ができているか、名
詞の格変化を理解しているか、動詞の現在人称変化ができ

るか、数詞を習得しているかどうかにおいて、達成目標を
クリアーしている場合にのみ、６０点以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験については解説を行う。小テスト等は授業内で返却する。 

履修上の注意点 

（１） 履修者は５０名以内とする。 

（２） ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎ドイツ語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 講義棟

２１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

森 公成 ５号館２階 講師控室 教務係へ問い合わせてください。 語学専任教員を通じて連

絡可能。 
 

担当教員 

森 公成（非常勤） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

ドイツ語Ｉの継続授業。文法を中心とした、総合的な基礎能力の習得をめざす。 
具体的には、 
１．ドイツ語の発音をより正確なものとし、さらなるコミュニケーション能力を育てる。 
２．あらたな基礎文法を理解し、平易な文（童話など）の読解を可能にする。 
３．ドイツ人の生活や教育制度、政治や経済、歴史や環境への取り組みなど、ドイツに関するさ
まざまな情報を多面的に提供し、ドイツへの関心や理解を深める。その際、視覚教材がおおい
に利用されるであろう。 

４．ドイツの映画も紹介したい。 
毎時間発音練習をし、重要な文法事項に関しては繰り返し説明をする。さらに、随時小テスト
を実施し、理解を確実なものにする。 

 

◎Ａ：コミュニケーシ
ョン 
〇Ｉ：生涯学習 
〇Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

多様なコミュニケーション能力の習得。  （Ａ） 

ドイツ語で書かれた文献を読む。  （Ｉ） 
他国の環境への取り組みなどを知ることにより、多面的に判断する能力を育てる。  （Ｋ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

第１回  前期の復習 
第２回  第６課：冠詞類 
第３回  携帯電話 

第４回  第７課：複合動詞と副文 
第５回  パーティー 
第６回  第８課：話法の助動詞と未来形 
第７回  嗜好品 
第８回  第９課：動詞の三基本形 
第９回  休暇 

第１０回 第１０課：現在完了形 
第１１回 中間試験 
第１２回 第１１課：形容詞 
第１３回 ハウスシェア 
第１４回 第１２課：受動態 
第１５回 大学制度 
授業の進捗度・理解度により変更することもある。 

 

(予習のあり方) 
授業の最後に次回までの課題を出す。 
(復習のあり方) 

授業内容を整理し、理解度を深める。
小テストがある場合は、それに備える。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：「ぼくらの未来」（荻野蔵平、石井寿子、Andrea Raab著 朝日出版社） 

評価方法 評価基準 

中間試験（４０％）＋期末試験（６０％）で評価する。 ドイツ語の発音が確実に身についたか、冠詞類や助動詞構
文、動詞の三基本形と完了形が理解できているか等におい

て、達成目標をクリアーしている場合にのみ、６０点以上
の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験については解説を行う。小テスト等は授業内で返却する。 

履修上の注意点 

（１） 「ドイツ語基礎Ｉ」を履修済みであること。 

（２） 履修者は５０名以内とする。 
（３） ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎ドイツ語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

２１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

森 公成 ５号館２階 講師控室 教務係へ問い合わせてください。 語学専任教員を通じて連

絡可能。 
 

担当教員 

森 公成（非常勤） 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

ドイツ語Ｉの継続授業。文法を中心とした、総合的な基礎能力の習得をめざす。 
具体的には、 
１．ドイツ語の発音をより正確なものとし、さらなるコミュニケーション能力を育てる。 
２．あらたな基礎文法を理解し、平易な文（童話など）の読解を可能にする。 
３．ドイツ人の生活や教育制度、政治や経済、歴史や環境への取り組みなど、ドイツに関するさ
まざまな情報を多面的に提供し、ドイツへの関心や理解を深める。その際、視覚教材がおおい
に利用されるであろう。 

４．ドイツの映画も紹介したい。 
毎時間発音練習をし、重要な文法事項に関しては繰り返し説明をする。さらに、随時小テスト
を実施し、理解を確実なものにする。 

 

◎Ａ：コミュニケーシ
ョン 
〇Ｉ：生涯学習 
〇Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

多様なコミュニケーション能力の習得。  （Ａ） 

ドイツ語で書かれた文献を読む。  （Ｉ） 
他国の環境への取り組みなどを知ることにより、多面的に判断する能力を育てる。  （Ｋ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

第１回  前期の復習 
第２回  第６課：冠詞類 
第３回  携帯電話 

第４回  第７課：複合動詞と副文 
第５回  パーティー 
第６回  第８課：話法の助動詞と未来形 
第７回  嗜好品 
第８回  第９課：動詞の三基本形 
第９回  休暇 

第１０回 第１０課：現在完了形 
第１１回 中間試験 
第１２回 第１１課：形容詞 
第１３回 ハウスシェア 
第１４回 第１２課：受動態 
第１５回 大学制度 
授業の進捗度・理解度により変更することもある。 

 

(予習のあり方) 
授業の最後に次回までの課題を出す。 
(復習のあり方) 

授業内容を整理し、理解度を深める。
小テストがある場合は、それに備える。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：「ぼくらの未来」（荻野蔵平、石井寿子、Andrea Raab著 朝日出版社） 

評価方法 評価基準 

中間試験（４０％）＋期末試験（６０％）で評価する。 ドイツ語の発音が確実に身についたか、冠詞類や助動詞構
文、動詞の三基本形と完了形が理解できているか等におい

て、達成目標をクリアーしている場合にのみ、６０点以上
の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験については解説を行う。小テスト等は授業内で返却する。 

履修上の注意点 

（１） 「ドイツ語基礎Ｉ」を履修済みであること。 

（２） 履修者は５０名以内とする。 
（３） ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



応用ドイツ語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 月曜日 ２時限 ５号館

３１５番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

稲本 守 ５号館３０４室 inamoto@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0651 毎火曜日午前１０時３０

分～１２時（なるべく予め

メールにてアポイントを

とって下さい） 
 

担当教員 

稲本 守 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

「ゼミ」、「アルバイト」など、ドイツ語を起源とする外来語が多く残っていることから知られる
ように、ドイツ語、及び広くドイツは、日本とは深いかかわりをもっている。又、ドイツ語は英
語の祖語ともいうべき存在で、その履修は、他のヨーロッパ言語の習得にも役立つ。本授業を履
修しようとする者は、１年時において既ににおいて既に基本的な文法知識と運用能力を有してい
るが、本講義では、これら初級ドイツ語文法の復習と、その基礎的応用力、とりわけ日常生活に

おけるコミュニケーション能力の習得を目指し、実用ドイツ語検定試験３級程度の総合的ドイツ
語力の育成に努める。 

Ａ: コミュニケーシ
ョン  
Ｋ: 総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

ドイツ語の基礎的構造を理解し、その応用力、とりわけ平易な会話の運用力を習得すること(Ａ） 
シチュエーションに応じたドイツ語運用能力を通じ、総合的判断力を身につけること（Ｋ） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

ドイツ語初級文法の復習を進めながら、その応用力を高めるため、以下に示す
ように、併行して簡単なドイツ語会話の訓練と、平易な文章(主に会話）の読解
練習を行う。 
1.導入 
2.自己紹介 
3.他者についての質問と紹介 
4.街角での会話 

5.レストランでの会話 
6.病状を伝える 
7.家庭訪問 
8.大学での会話 
9.郵便局にて 
10.観光案内所 

11.ホテルのフロント 
12.総合演習（１） 
13.総合演習（２） 

理解が不足していると感じた文法事項
については、あらかじめ１年次で使用
した文法教科書等を利用して予習に努
めること。又、復習として、授業で行
った応用演習を十分に反復演習するこ
と。と。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

開講時に簡単な実力テストを行い、その結果を考慮して、レベルにあったテキストを毎時間、指示もしくは配布する。 
辞書は、基礎ドイツ語の履修で用いたものをそのまま持参すること。 

評価方法 評価基準 

授業時におけるドイツ語運用能力のチェック、基本的ドイ
ツ語運用能力を問うために毎時間行う小テストの成績を用
いて評価する。 
 

授業中でのチェック３０％、小テストの成績７０％で評価
する。 
その際、実用ドイツ語検定３級程度以上のドイツ語運用能
力を身につけているかどうかを基準とし、その能力に達し
ていると判断される場合に６０点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 
 

履修上の注意点 

１年次で使ったドイツ語の辞書（書籍もしくは電子辞書）を必ず持参すること。 



応用ドイツ語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 月曜日 ２時限 ５号館

３１５番教室 

不可 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

稲本 守 ５号館３０４室 inamoto@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0651 毎火曜日午前１０時３０

分～１２時（なるべく予め

メールにてアポイントを

とって下さい） 

 
 

担当教員 

稲本 守 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本授業の第一の目標は、前期に開講された応用ドイツ語と同じく、初級ドイツ語文法の復習と、
その基礎的応用力の取得を目指し、実用ドイツ語検定試験３級程度の総合的ドイツ語力の育成に
努めることにある。同時に、多くの履修者にとって、大学にてドイツ語を学ぶ最後の機会であろ
うことを顧慮し、ミヒャエル・エンデの短編小説「まほうのスープ」を読破する。この小説は、

おとぎ話の形式をとりつつ、東西ドイツ統一についてのエンデの思いを寓意的に表象している。
この小説を授業で取り上げることにより、いわゆるドイツ問題、ひいては国家間の対立の問題に
ついて考えるきっかけを履修者に提供したい。 

Ａ（コミュニケーショ
ン） 
Ｋ（総合的判断） 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

平易なドイツ語の文章構造を十分に理解し、短編を読みきることができる程度の読解力と運用力を習得すること（Ａ）。 
短編小説に含まれた社会的メッセージを読み取り、国際関係を多面的に理解する能力を養う（Ｋ）。 

授業の計画 予習・復習のあり方 

短編小説を読みながら、順次、以下の中級文法項目について復習する。 
1.冠詞と冠詞類 
2.不定冠詞と不定冠詞類 
3.規則動詞と不規則動詞 
4.過去形と現在完了形 

5.受動態 
6.形容詞と比較級 
7.定関係代名詞と不定関係代名詞 
10.助動詞の用法と命令形 
11.接続法の復習 
12.間接話法 

13.非現実話法 

14.接続法の時制 

理解が不足していると感じた文法事項
については、日頃から予習・復習に努
めること。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

開講時に指示もしくは配布する。  
 

評価方法 評価基準 

毎時間行う課題の発表または小テストと最終的な達成度を

確認するレポートに基づき、課題７０％、レポート３０％
の割合で総合評価を行う。 
 

ドイツ語の短編を読み切るだけの能力を身につけたかどう

かを第一の基準とし、課題とした短編を最後まで読みきっ
た場合においてのみ６０点以上の合格点を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

レポート課題や小テスト等については、授業内で返却し、解説を行う。 

履修上の注意点 

ドイツ語の辞書（書籍もしくは電子辞書）を必ず持参すること。 
 



基礎フランス語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟

３１番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小山 尚之 5号館 208室 nkoyama@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0570 水曜日 12:00～13:00 

 

担当教員 

小山 尚之 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業は国際交流の基盤となる幅広い視野や能力また文化的素養を養うためのものである。フ

ランス語は国連やオリンピックなどで第２言語として用いられているほか、料理やファッション
に興味のある学生にとっても役に立つ言語である。この授業はフランス語を初めて学ぶ学生向け
にレベルが設定されている。授業ではフランス語の基礎的な文法や日常でよく使われる言い回
し、またフランス文化などが主に教授される。学生には、ペアによる会話、練習問題、小テスト
などによって、国際的にも通用するコミュニケーションの基礎能力を身につけることが求められ
ている。 

◎A:コミュニケーシ

ョン、 
○K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．フランス語の綴りを正確に発音でき日常的な言い回しが言えるようになること。(A) 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できるようになること。(A) 
3．フランスの文化について理解し多面的な価値が理解できるようになること。(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ以下の順序に基づいて講義する予定。 
1.  ガイダンス 

2.  綴りと発音 
3.  名詞の性と数 
4.  不定冠詞 
5.  部分監視 
6.  定冠詞 
7.  動詞 etre と avoir 

8.  強勢形人称代名詞 
9.  第 1群規則動詞 --er 型 
10. 否定文 
11. 疑問文 
12. 指示形容詞と所有形容詞 
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
「授業の計画」にあげた内容について

の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に授業の内容について再度、整
理・理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：『文法から学べるフランス語』、佐原隆雄著、ナツメ社 
参考書：『ポケット プログレッシブ仏和・和仏辞典』、大賀正喜編、小学館 
電子辞書：Seiko, SII, SR-V5020（『プチ・ロワイヤル仏和・和仏辞典』、旺文社、搭載） 

評価方法 評価基準 

成績配分は、中間試験（50％）、期末試験（50％）とする。
試験では基礎的な知識の習得度を評価対象とする。 

1．フランス語の基礎的な発音、表現ができる。 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できる。 

また達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている
場合にのみ、60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の日時に受講者を集め、答案の返却、模範解答の配布および解説を行う。 

履修上の注意点 

3回を超える欠席（3回の遅刻で 1回の欠席とする）の場合、単位は与えられない。 

 



基礎フランス語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

３１番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小山 尚之 5号館 208室 nkoyama@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0570 水曜日 12:00～13:00 

 

担当教員 

小山 尚之 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業は国際交流の基盤となる幅広い視野や能力また文化的素養を養うためのものである。フ

ランス語は国連やオリンピックなどで第２言語として用いられているほか、料理やファッション
に興味のある学生にとっても役に立つ言語である。この授業はフランス語を初めて学ぶ学生向け
にレベルが設定されている。授業ではフランス語の基礎的な文法や日常でよく使われる言い回
し、またフランス文化などが主に教授される。学生には、ペアによる会話、練習問題、小テスト
などによって、国際的にも通用するコミュニケーションの基礎能力を身につけることが求められ
ている。 

◎A:コミュニケーシ

ョン、 
○K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．フランス語の綴りを正確に発音でき日常的な言い回しが言えるようになること。(A) 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できるようになること。(A) 
3．フランスの文化について理解し多面的な価値が理解できるようになること。(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ以下の順序に基づいて講義する予定。 
1.  ガイダンス 

2.  綴りと発音 
3.  名詞の性と数 
4.  不定冠詞 
5.  部分監視 
6.  定冠詞 
7.  動詞 etre と avoir 

8.  強勢形人称代名詞 
9.  第 1群規則動詞 --er 型 
10. 否定文 
11. 疑問文 
12. 指示形容詞と所有形容詞 
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
「授業の計画」にあげた内容について

の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に授業の内容について再度、整
理・理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：『文法から学べるフランス語』、佐原隆雄著、ナツメ社 
参考書：『ポケット プログレッシブ仏和・和仏辞典』、大賀正喜編、小学館 
電子辞書：Seiko, SII, SR-V5020（『プチ・ロワイヤル仏和・和仏辞典』、旺文社、搭載） 

評価方法 評価基準 

成績配分は、中間試験（50％）、期末試験（50％）とする。
試験では基礎的な知識の習得度を評価対象とする。 

1．フランス語の基礎的な発音、表現ができる。 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できる。 

また達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている
場合にのみ、60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の日時に受講者を集め、答案の返却、模範解答の配布および解説を行う。 

履修上の注意点 

3回を超える欠席（3回の遅刻で 1回の欠席とする）の場合、単位は与えられない。 

 



基礎フランス語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 講義棟

４１番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小山 尚之 5号館 208室 nkoyama@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0570 水曜日 12:00～13:00 

 

担当教員 

小山 尚之 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業は国際交流の基盤となる幅広い視野や能力また文化的素養を養うためのものである。フ

ランス語は国連やオリンピックなどで第２言語として用いられているほか、料理やファッション
に興味のある学生にとっても役に立つ言語である。この授業はフランス語を半年間学んだ学生向
けにレベルが設定されている。授業ではフランス語の基礎的な文法や日常でよく使われる言い回
し、またフランス文化などが主に教授される。学生には、ペアによる会話、練習問題、小テスト
などによって、国際的にも通用するコミュニケーションの基礎能力を身につけることが求められ
ている。 

◎A:コミュニケーシ

ョン、 
○K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．フランス語の綴りを正確に発音でき日常的な言い回しが言えるようになること。(A) 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できるようになること。(A) 
3．フランスの文化について理解し多面的な価値が理解できるようになること。(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ以下の順序に基づいて講義する予定。 
1.  形容詞 

2.  数字 
3.  不規則動詞 allerと venir 
4.  前置詞と定冠詞の縮約 
5.  第 2群規則動詞--ir 型 
6.  疑問形容詞 
7.  時間の表現 

8.  不規則動詞 faire, prendre, attendre 
9.  不規則動詞 dire, mettre, connaitre, lire, boire, ecrire 
10. 直接目的人称代名詞 
11. 間接目的人称代名詞 
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
「授業の計画」にあげた内容について

の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に授業の内容について再度、整
理・理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：『文法から学べるフランス語』、佐原隆雄著、ナツメ社 

参考書：『ポケット プログレッシブ仏和・和仏辞典』、大賀正喜編、小学館 
電子辞書：Seiko, SII, SR-V5020（『プチ・ロワイヤル仏和・和仏辞典』、旺文社、搭載） 

評価方法 評価基準 

成績配分は、中間試験（50％）、期末試験（50％）とする。
試験では基礎的な知識の習得度を評価対象とする。 

1．フランス語の基礎的な発音、表現ができる。 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できる。 
また達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている

場合にのみ、60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の日時に受講者を集め、答案の返却、模範解答の配布および解説を行う。 

履修上の注意点 

３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回欠席とみなす。 



基礎フランス語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

３１番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小山 尚之 5号館 208室 nkoyama@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0570 水曜日 12:00～13:00 

 

担当教員 

小山 尚之 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業は国際交流の基盤となる幅広い視野や能力また文化的素養を養うためのものである。フ

ランス語は国連やオリンピックなどで第２言語として用いられているほか、料理やファッション
に興味のある学生にとっても役に立つ言語である。この授業はフランス語を半年間学んだ学生向
けにレベルが設定されている。授業ではフランス語の基礎的な文法や日常でよく使われる言い回
し、またフランス文化などが主に教授される。学生には、ペアによる会話、練習問題、小テスト
などによって、国際的にも通用するコミュニケーションの基礎能力を身につけることが求められ
ている。 

◎A:コミュニケーシ

ョン、 
○K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．フランス語の綴りを正確に発音でき日常的な言い回しが言えるようになること。(A) 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できるようになること。(A) 
3．フランスの文化について理解し多面的な価値が理解できるようになること。(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ以下の順序に基づいて講義する予定。 
1.  形容詞 

2.  数字 
3.  不規則動詞 allerと venir 
4.  前置詞と定冠詞の縮約 
5.  第 2群規則動詞--ir 型 
6.  疑問形容詞 
7.  時間の表現 

8.  不規則動詞 faire, prendre, attendre 
9.  不規則動詞 dire, mettre, connaitre, lire, boire, ecrire 
10. 直接目的人称代名詞 
11. 間接目的人称代名詞 
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
「授業の計画」にあげた内容について

の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に授業の内容について再度、整
理・理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：『文法から学べるフランス語』、佐原隆雄著、ナツメ社 

参考書：『ポケット プログレッシブ仏和・和仏辞典』、大賀正喜編、小学館 
電子辞書：Seiko, SII, SR-V5020（『プチ・ロワイヤル仏和・和仏辞典』、旺文社、搭載） 

評価方法 評価基準 

成績配分は、中間試験（50％）、期末試験（50％）とする。
試験では基礎的な知識の習得度を評価対象とする。 

1．フランス語の基礎的な発音、表現ができる。 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できる。 
また達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている

場合にのみ、60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の日時に受講者を集め、答案の返却、模範解答の配布および解説を行う。 

履修上の注意点 

３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回欠席とみなす。 



応用フランス語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 水曜日 ４時限 講義棟

２１番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小山 尚之 5号館 208室 nkoyama@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0570 水曜日 12:00～13:00 

 

担当教員 

小山 尚之 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業は国際交流の基盤となる幅広い視野や能力また文化的素養を養うためのものである。フ

ランス語は国連やオリンピックなどで第２言語として用いられているほか、料理やファッション
に興味のある学生にとっても役に立つ言語である。この授業はフランス語を１年間学んだ学生向
けにレベルが設定されている。授業ではフランス語の基礎的な文法や日常でよく使われる言い回
し、またフランス文化などが主に教授される。学生には、ペアによる会話、練習問題、小テスト
などによって、国際的にも通用するコミュニケーションの基礎能力を身につけることが求められ
ている。 

◎A:コミュニケーシ

ョン、 
○K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．フランス語の綴りを正確に発音でき日常的な言い回しが言えるようになること。(A) 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できるようになること。(A) 
3．フランスの文化について理解し多面的な価値が理解できるようになること。(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ以下の順序に基づいて講義する予定。 
1.  直接人称代名詞 

2.  間接人称代名詞 
3.  動詞 pouvoir, vouloir, devoir 
4.  指示代名詞 
5.  比較級と最上級 
6.  疑問代名詞 
7.  疑問副詞 

8.  中性代名詞 
9.  動詞 croire, vivre, rire, courir 
10. 代名動詞 
11. 感嘆文 
12. 命令法 
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
「授業の計画」にあげた内容について

の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に授業の内容について再度、整
理・理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：『文法から学べるフランス語』、佐原隆雄著、ナツメ社 
参考書：『ポケット プログレッシブ仏和・和仏辞典』、大賀正喜編、小学館 
電子辞書：Seiko, SII, SR-V5020（『プチ・ロワイヤル仏和・和仏辞典』、旺文社、搭載） 

評価方法 評価基準 

成績配分は、中間試験（50％）、期末試験（50％）とする。
試験では基礎的な知識の習得度を評価対象とする。 

1．フランス語の基礎的な発音、表現ができる。 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できる。 

また達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている
場合にのみ、60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の日時に受講者を集め、答案の返却、模範解答の配布および解説を行う。 

履修上の注意点 

3回を超える欠席（3回の遅刻で 1回の欠席とする）の場合、単位は与えられない。 

低学年時において「基礎フランス語 I」「基礎フランス語 II」を履修済みであることが望ましい。 
 



応用フランス語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 水曜日 ５時限 ５号館

３１５番教室 

否 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

小山 尚之 5号館 208室 nkoyama@kaiyodai.ac.jp, 03-5463-0570 水曜日 12:00～13:00 

 

担当教員 

小山 尚之 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

この授業は国際交流の基盤となる幅広い視野や能力また文化的素養を養うためのものである。フ

ランス語は国連やオリンピックなどで第２言語として用いられているほか、料理やファッション
に興味のある学生にとっても役に立つ言語である。この授業はフランス語を１年間学んだ学生向
けにレベルが設定されている。授業ではフランス語の基礎的な文法や日常でよく使われる言い回
し、またフランス文化などが主に教授される。学生には、ペアによる会話、練習問題、小テスト
などによって、国際的にも通用するコミュニケーションの基礎能力を身につけることが求められ
ている。 

◎A:コミュニケーシ

ョン、 
○K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

1．フランス語の綴りを正確に発音でき日常的な言い回しが言えるようになること。(A) 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できるようになること。(A) 
3．フランスの文化について理解し多面的な価値が理解できるようになること。(K) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ以下の順序に基づいて講義する予定。 
1.  序数詞 

2.  使役動詞、知覚動詞 
3. 不定形容詞、不定代名詞 
4. 直説法複合過去 
5. 過去分詞の性数の一致 
6. 受動態 
7. 関係代名詞 

8. 強調構文 
9. 直説法半過去、大過去 
10. 直説法単純未来、前未来 
11. 条件法現在、条件法過去 
12. 接続法現在 
＊講義内容は必要に応じて変更することがある。 

（予習のあり方） 
「授業の計画」にあげた内容について

の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に授業の内容について再度、整
理・理解しておくこと。 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト：『文法から学べるフランス語』、佐原隆雄著、ナツメ社 
参考書：『ポケット プログレッシブ仏和・和仏辞典』、大賀正喜編、小学館 
電子辞書：Seiko, SII, SR-V5020（『プチ・ロワイヤル仏和・和仏辞典』、旺文社、搭載） 

評価方法 評価基準 

成績配分は、中間試験（50％）、期末試験（50％）とする。
試験では基礎的な知識の習得度を評価対象とする。 

1．フランス語の基礎的な発音、表現ができる。 
2．フランス語の基礎的な文法が理解できる。 

また達成目標に記載した３項目を最低限クリアーしている
場合にのみ、60％以上の評価を与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験終了後、指定の日時に受講者を集め、答案の返却、模範解答の配布および解説を行う。 

履修上の注意点 

3回を超える欠席（3回の遅刻で 1回の欠席とする）の場合、単位は与えられない。 

低学年時において「基礎フランス語 I」「基礎フランス語 II」を履修済みであることが望ましい。 
 



基礎ロシア語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

八島 雅彦 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

八島 雅彦 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

ロシア語の基礎をアルファベットの習得から始めて、段階的に身につける。 

教科書の学習を中心としながら、全員参加型の授業を行う。 
ロシア語は世界で最も重要な言語の一つであるが、日本ではその重要さに比較して学習者
が少ない。従って、ロシア語を学習することは、それだけで自分の特技として生涯役に立
つ道具になる。そのつもりで、しっかり身につけてほしい。 
 

Ａ：コミュニケーション 

Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

ロシア語の文字の完全な習得(A) 
教科書の音読の達成(A) 
教室での発表の充実(K) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．ロシア語のアルファベット 
２．ロシア語の母音と子音 

３．ロシア語のアクセント 
４．Aは Bです 
５．これは誰ですか 
６．人称代名詞 
７．動詞の現在人称変化 
８．名詞の性 

９．名詞の数 
10．所有代名詞 
11．形容詞の変化 
12．生格 
13．所有の表現 
14．動詞の過去形 
15．与格 

 

予習は新出単語の下調べと教科書の音
読を基本とする。 

復習は新出単語の復習（発音・意味・
つづり）と学習した文法事項の確認お
よび音読。 
授業は週に１回であるが、予習・復習
を通して、毎日ロシア語を学習できる
環境をつくってほしい。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書 初級ロシア語 20課 白水社 

評価方法 評価基準 

評価の方法は次のとおりとする。 
定期試験は 70 点満点で採点し、発表は 30点満点で評価し、

全体を 100点満点として評価する。 
 

「到達目標」に到達した場合のみ、60％以上の合格点を与
える。 

 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了時に教科書等の参照個所の指示、および解説を行う。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 50名以内とする。 

（２）３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎ロシア語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

４４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

八島 雅彦 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

八島 雅彦 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

ロシア語の基礎をアルファベットの習得から始めて、段階的に身につける。 

教科書の学習を中心としながら、全員参加型の授業を行う。 
ロシア語は世界で最も重要な言語の一つであるが、日本ではその重要さに比較して学習者
が少ない。従って、ロシア語を学習することは、それだけで自分の特技として生涯役に立
つ道具になる。そのつもりで、しっかり身につけてほしい。 
 

Ａ：コミュニケーション 

Ｋ：総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

ロシア語の文字の完全な習得(A) 
教科書の音読の達成(A) 
教室での発表の充実(K) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．ロシア語のアルファベット 
２．ロシア語の母音と子音 

３．ロシア語のアクセント 
４．Aは Bです 
５．これは誰ですか 
６．人称代名詞 
７．動詞の現在人称変化 
８．名詞の性 

９．名詞の数 
10．所有代名詞 
11．形容詞の変化 
12．生格 
13．所有の表現 
14．動詞の過去形 
15．与格 

 

予習は新出単語の下調べと教科書の音
読を基本とする。 

復習は新出単語の復習（発音・意味・
つづり）と学習した文法事項の確認お
よび音読。 
授業は週に１回であるが、予習・復習
を通して、毎日ロシア語を学習できる
環境をつくってほしい。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書 初級ロシア語 20課 白水社 

評価方法 評価基準 

評価の方法は次のとおりとする。 
定期試験は 70 点満点で採点し、発表は 30点満点で評価し、

全体を 100点満点として評価する。 
 

「到達目標」に到達した場合のみ、60％以上の合格点を与
える。 

 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了時に教科書等の参照個所の指示、および解説を行う。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 50名以内とする。 

（２）３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎ロシア語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 講義棟

４４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

八島 雅彦 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

八島 雅彦 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

基礎ロシア語 Iに引き続き、ロシア語文法の基礎を、全員参加の演習形式で学習する。 

Iでは、ロシア語のアルファベットに親しむことが、大事な基礎力になったが、この II では、
いよいよロシア語文法そのものが学習の中心になる。言葉は人と人とのコミュニケーション
におけるもっとも基本的かつ重要な道具であるが、その言葉の構造が、言語によって非常に
異なることをロシア語学習を通して学んでいきたい。英語と日本語とロシア語を知ることに
よって、言語構造の相違や豊かさだけでなく、ものの見方にもさまざまな発想方法があるこ
とを学習したい。 
 

Ａ：コミュニケーション 

Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

ロシア語の文字の完全な習得(A) 
教科書の音読の達成(A) 

教室での発表の充実(K) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．「行く」の表現 
２．不定人称文 
３．未来形 
４．動詞の体 
５．体と時制 
６．完了体動詞の現在形 

７．造格 
８．比較級 
９．否定生格 
10．個数詞と名詞の結合 
11．無人称文 
12．値段の表現 
13．年数・年齢の表し方 

14．移動の動詞 
15. 関係代名詞 
 

予習は新出単語の下調べと教科書の音
読を基本とする。 
復習は新出単語の復習（発音・意味・
つづり）と学習した文法事項の確認お
よび音読。 
授業は週に１回であるが、予習・復習

を通して、毎日ロシア語を学習できる
環境をつくってほしい。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書 初級ロシア語 20課 白水社 

評価方法 評価基準 

評価の方法は次のとおりとする。 
定期試験は 70 点満点で採点し、発表は 30点満点で評価し、
全体を 100点満点として評価する。 
 

「到達目標」に到達した場合のみ、60％以上の合格点を与
える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了時に教科書の参照個所の指示および解説を行う。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 50名以内とする。 
（２）３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎ロシア語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

４４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

八島 雅彦 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

八島 雅彦 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

基礎ロシア語 Iに引き続き、ロシア語文法の基礎を、全員参加の演習形式で学習する。 

I では、ロシア語のアルファベットに親しむことが、大事な基礎力になったが、この II で
は、いよいよロシア語文法そのものが学習の中心になる。言葉は人と人とのコミュニケー
ションにおけるもっとも基本的かつ重要な道具であるが、その言葉の構造が、言語によっ
て非常に異なることをロシア語学習を通して学んでいきたい。英語と日本語とロシア語を
知ることによって、言語構造の相違や豊かさだけでなく、ものの見方にもさまざまな発想
方法があることを学習したい。 
 

Ａ：コミュニケーション 

Ｋ：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

ロシア語の文字の完全な習得(A) 
教科書の音読の達成(A) 

教室での発表の充実(K) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

１．「行く」の表現 
２．不定人称文 
３．未来形 
４．動詞の体 
５．体と時制 
６．完了体動詞の現在形 

７．造格 
８．比較級 
９．否定生格 
10．個数詞と名詞の結合 
11．無人称文 
12．値段の表現 
13．年数・年齢の表し方 

14．移動の動詞 
15. 関係代名詞 
 

予習は新出単語の下調べと教科書の音
読を基本とする。 
復習は新出単語の復習（発音・意味・
つづり）と学習した文法事項の確認お
よび音読。 
授業は週に１回であるが、予習・復習

を通して、毎日ロシア語を学習できる
環境をつくってほしい。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書 初級ロシア語 20課 白水社 

評価方法 評価基準 

評価の方法は次のとおりとする。 
定期試験は 70 点満点で採点し、発表は 30点満点で評価し、
全体を 100点満点として評価する。 
 

「到達目標」に到達した場合のみ、60％以上の合格点を与
える。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

試験終了時に教科書の参照個所の指示および解説を行う。 

履修上の注意点 

（１）履修者は 50名以内とする。 
（２）３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



応用ロシア語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 金曜日 ３時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

法木 綾子   語学専任教員を通して連

絡可能。 
 

担当教員 

法木 綾子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

会話練習やオーディオ・ビジュアル教材を通じて、基礎ロシア語で身につけたロシア語の
力を定着・発展させ、ロシアに関する知識を深めていくことを学習目標とする演習科目で
ある。 
授業内容は以下のとおりである。 
・基礎の復習をする。 
・日常生活で使われる表現を中心に、聞く･話す･読む･書く練習をする。 
・学んだ表現を使って、お互いに会話をする。 

・相手の言ったことを聞き取って伝える。 
・ロシア・ロシア人について、一般的な知識を学ぶ。 
 なお授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 履修要件として、基礎ロシア語 I･IIの単位を取得していることが望ましい。 
 

◎A:コミュニケーション、 
◎K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

基礎ロシア語で学んだ文法を生かし、さらなる語彙を習得し、表現力のレベルアップを目指し、日常会話が理解できるよ
うになること。（A） 
グループ・ワークなどを進める過程において、自身と他者との関わりの重要性について修得できるようになること。（A、
K） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

 授業はおおよそ、以下の順序に基づいて行う予定。 

1.文字と発音等の復習および確認 
2-3., 自己紹介 
4-6. 一週間のスケジュール 
7-8. 国、人種、言語 
9-10. 過去形 
11-13. 以前と今 

14-15. 未来形 
 

（予習のあり方） 

「授業の計画」にあげた内容について
の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に各授業の内容について再度、
整理・理解しておくこと。 

 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

開講時に指示 

評価方法 評価基準 

定期試験及びレポート、発表により評価する。評価の基準は次

のとおりとする。 
レポート ３０％、発表 ４０パーセント、定期試験 ３０％ 
の割合で評価する。 
 

「達成目標」に到達した場合のみ、60%以上の合格点を

与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 50 名以内とする。  
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 
 



応用ロシア語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 金曜日 ３時限 講義棟

３３番教室 

/ 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

法木 綾子   語学専任教員を通して連

絡可能。 
 

担当教員 

法木 綾子 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

会話練習の他、時事的な読み物を通して、日本とロシアの文化や風俗・習慣を比較・考察するこ
とを学習目標とする演習科目である。 
授業の内容は以下のとおりである。 
・新しい単語を覚える。 
・日常生活で使われる表現を中心に、聞く・話す･読む・書く練習をしていく。 
・学んだ表現を使って、お互いに会話をする。 
・相手の言ったことを聞き取って伝える。 

・日本について書かれたロシア語の文章を読む。 
・ロシアについて書かれたロシア語の文章を読む。 
・ロシア・ロシア人について、一般的な知識を学ぶ。 
なお、授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
履修要件として、基礎ロシア語 I･II 及び応用ロシア語 Iの単位を取得していることが望ましい。 
 

◎A:コミュニケーシ
ョン、 
◎K:総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

基礎ロシア語で学んだ文法を生かし、さらなる語彙を習得し、表現力のレベルアップを目指し、日常会話が理解できるよ
うになること。（A） 
グループ・ワークなどを進める過程において、自身と他者との関わりの重要性について修得できるようになること。（A、
K） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて行う予定。 
1.応用ロシア語 Iの復習および確認 
2.今日の天気、月、季節 
3.ロシアの四季 
4-5.世界の国々、世界の天気 
6-7.気温、数字 

8-9.ものの値段 
10-11.ロシアにバイカル湖を見に行きたい 
12-13.新年とクリスマス 
14-15.行先と乗り物 
 

（予習のあり方） 
「授業の計画」にあげた内容について
の予習をしておくことが望ましい。必
要のあるときは指示する。 
（復習のあり方） 
授業後に各授業の内容について再度、

整理・理解しておくこと。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

開講時に指示 

評価方法 評価基準 

定期試験及びレポート、発表により評価する。評価の基準は次
のとおりとする。 
レポート ３０％、発表 ４０パーセント、定期試験 ３０％ 
の割合で評価する。 
 

「達成目標」に到達した場合のみ、60%以上の合格点を
与える。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 
 

履修上の注意点 

(1)履修者は 50 名以内とする。  
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。 

 



基礎中国語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 金曜日 １時限 講義棟

３４番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

張 作義 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

張 作義 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本講義は一定の時間の履修を通して、現代中国語のピンイン（アルファベット）の書き方とその

発音を身につけ、自力でも熟練にピンインの音節をスペリングでき、正しく“四声”を読めると
同時に、日常使う頻度の高い中国語の漢字２００～３００字と基本文型、簡単な文法等を習得し、
そのレベルに応じた易しい文章の読解ができるように指導し、いろいろな練習問題と演習によっ
て、日常の挨拶、簡単な会話もできるようにしっかりしたコミュニケーション基礎能力を身につ
ける。 
 授業では、読む、書く、聞く、会話をするなどの練習を行う。 
 

◎A:コミュニケーシ

ョン  
◎K総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

講義での学習と訓練を通じて、 
1.現代中国語のピンインの発音要領を把握し発音できる。( A ) 

2.日常使う頻度の高い漢字 200～300程度を覚える。( A ) 
3.基礎文法を理解することができる。( K ) 
4.日常の挨拶と簡単な会話能力を習得する。（ A ） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定： 
1. 授業の進み方について。 
2. 単母音六つを発音できる。 
3. 子音 21を正確に発音できる。 

4. 複母音 13 を正確に発音できる。 
5. 鼻音のつく母音 16を正確に発音できる。 
6. 四声を正しく読める。 
7. 復習。 
8. 人称代名詞と“是”を用いた文を理解する。 
9. 指示代名詞、動詞の文等を理解する。 
10. 演習。 

11. 形容詞の文、副詞の使い方等を理解する.。 
12. 場所指示代名詞と存在の文を理解する。 
13. 助動詞について 
14. 演習 
15. 総復習 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

1.予習：授業前に必ず、語法ポイント
に目を通し、習う予定の単語と課文を
読んでおく。 
2.復習;授業後必ず、聞く、読む、書く

などの練習をし単語を覚え、ポイント
を完全に理解し、習った課文を読解す
る。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：「ベーシック中国語」（改訂版）（著者：張 作義ら  出版社：郁文堂） 
参考書：中国語辞典（指定はしない、電子辞書も可） 
 

評価方法 評価基準 

定期試験及び中間での達成度を確認するレポートと中間テ

ストにより評価する。 
レポート 10%,, 中間テスト 30%  期末定期試験 60% 
 

試験はリスニング、と記述式問題で行い、達成目標を最低

限クリアーしている場合にのみ 60 点以上の合格点を与え
る。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

一旦学生に返却、模範解答を提示し、共通的問題点を解説し、試験について総括した後、再び回収する。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 50 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。  



基礎中国語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 金曜日 ２時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

張 作義 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

張 作義 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本講義は一定の時間の履修を通して、現代中国語のピンイン（アルファベット）の書き方とその

発音を身につけ、自力でも熟練にピンインの音節をスペリングでき、正しく“四声”を読めると
同時に、日常使う頻度の高い中国語の漢字２００～３００字と基本文型、簡単な文法等を習得し、
そのレベルに応じた易しい文章の読解ができるように指導し、いろいろな練習問題と演習によっ
て、日常の挨拶、簡単な会話もできるようにしっかりしたコミュニケーション基礎能力を身につ
ける。 
 授業では、読む、書く、聞く、会話をするなどの練習を行う。 
 

◎A:コミュニケーシ

ョン 
◎K総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

講義での学習と訓練を通じて、 
1.現代中国語のピンインの発音要領を把握し発音できる。( A ) 

2.日常使う頻度の高い漢字 200～300程度を覚える。( A ) 
3.基礎文法を理解することができる。( K ) 
4.日常の挨拶と簡単な会話能力を習得する。（ A ） 

 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定： 
1. 授業の進み方について。 
2. 単母音六つを発音できる。 
3. 子音 21を正確に発音できる。 

4. 複母音 13 を正確に発音できる。 
5. 鼻音のつく母音 16を正確に発音できる。 
6. 四声を正しく読める。 
７. 復習。 
8. 人称代名詞と“是”を用いた文を理解する。 
9. 指示代名詞、動詞の文等を理解する。 
10. 演習。 

11. 形容詞の文、副詞の使い方等を理解する.。 
12. 場所指示代名詞と存在の文を理解する。 
13. 助動詞について 
14. 演習 
15. 総復習 

授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 
 

1.予習：授業前に必ず、語法ポイント
に目を通し、習う予定の単語と課文を
読んでおく。 
2.復習;授業後必ず、聞く、読む、書く

などの練習をし単語を覚え、ポイント
を完全に理解し、習った課文を読解す
る。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：「ベーシック中国語」（改訂版）（著者：張 作義ら  出版社：郁文堂） 
参考書：中国語辞典（指定はしない、電子辞書も可） 
 

評価方法 評価基準 

定期試験及び中間での達成度を確認するレポートと中間テ

ストにより評価する。 
レポート 10%,, 中間テスト 30%  期末定期試験 60% 
 

試験はリスニング、と記述式問題で行い、達成目標を最低

限クリアーしている場合にのみ 60 点以上の合格点を与え
る。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

一旦学生に返却、模範解答を提示し、共通的問題点を解説し、試験について総括した後、再び回収する。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 50 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。  



基礎中国語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 金曜日 １時限 講義棟

３１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

張 作義 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

張 作義 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本講義は、基礎中国語 I の時に習ったものを強化し、さらに２００～３００文字を覚え、合わせ

て５００～６００字程度の漢字が読め、簡単な文作りもでき、レベルに応じた日中相互翻訳の基
礎能力を身につけ、演習、訓練を行うことによって、中国語の文法を理解できた上、初歩的中国
語で中国人と会話できる。 
中国語能力検定準 4級をクリアーすることができる程度に達する。 
授業では、読む、書く、聞く、会話をするなどの練習を行う。 
 

◎A:コミュニケーシ

ョン 
◎K総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

講義での学習と訓練を通じて、 
1.中国語常用漢字 500～600程度を覚える。( A ) 
2.より多くの基礎文法を理解し、簡単な文を作ることができる。( K ) 

3.中国語 IIに相当レベルの文章を読解することができる。( K ) 
4.レベルに応じた日中相互翻訳能力とコミュニケーション基礎能力を習得する。（ A ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定： 
1.所有を表す文と数詞等を習う 
2.量詞、二つの目的語をとる動詞を習う。 
3.方式、方法などを表す連動文、語気詞等を習う。 
4.介詞（前置詞）、接続詞等を習う。 

5.演習 
6.中国のお金の数え方、語気詞等を習う。 
7.強調構文等を習う。 
8.復習 
9.完了を表す表現等を習う。 
10.数量補語等を習う。 
11.演習 

12.年月日、曜日等の言い方等を習う。 
13.名詞の文等を習う 
14.目的を表す連動文を習う。 
15.総復習 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

 

1.予習：授業前に必ず、語法ポイント
に目を通し、習う予定の単語と課文を
読んでおく。 
2.復習;授業後必ず、聞く、読む、書く
などの練習をし単語を覚え、ポイント

を完全に理解し、習った課文を読解す
る。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：「ベーシック中国語」（改訂版）（著者：張 作義ら  出版社：郁文堂） 
参考書：中国語辞典（指定はしない、電子辞書も可） 
 

評価方法 評価基準 

定期試験及び中間での達成度を確認するレポートと中間テ
ストにより評価する。 

レポート 10%,, 中間テスト 30%  期末定期試験 60% 
 

試験はリスニング、と記述式問題で行い、達成目標を最低
限クリアーしている場合にのみ 60 点以上の合格点を与え

る。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

一旦学生に返却、模範解答を提示し、共通的問題点を解説し、試験について総括した後、再び回収する。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 50 名以内とする。                                         

(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。  
 



基礎中国語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 金曜日 ２時限 講義棟

３１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

張 作義 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

張 作義 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本講義は、基礎中国語 I の時に習ったものを強化し、さらに２００～３００文字を覚え、合わせ

て５００～６００字程度の漢字が読め、簡単な文作りもでき、レベルに応じた日中相互翻訳の基
礎能力を身につけ、演習、訓練を行うことによって、中国語の文法を理解できた上、初歩的中国
語で中国人と会話できる。 
中国語能力検定準 4級をクリアーすることができる程度に達する。 
授業では、読む、書く、聞く、会話をするなどの練習を行う。 
 

◎A:コミュニケーシ

ョン 
◎K総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

講義での学習と訓練を通じて、 
1.中国語常用漢字 500～600程度を覚える。( A ) 
2.より多くの基礎文法を理解し、簡単な文を作ることができる。( K ) 

3.中国語 IIに相当レベルの文章を読解することができる。( K ) 
4.レベルに応じた日中相互翻訳能力とコミュニケーション基礎能力を習得する。（ A ） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定： 
1.所有を表す文と数詞等を習う 
2.量詞、二つの目的語をとる動詞を習う。 
3.方式、方法などを表す連動文、語気詞等を習う。 
4.介詞（前置詞）、接続詞等を習う。 

5.演習 
6.中国のお金の数え方、語気詞等を習う。 
7.強調構文等を習う。 
8.復習 
9.完了を表す表現等を習う。 
10.数量補語等を習う。 
11.演習 

12.年月日、曜日等の言い方等を習う。 
13.名詞の文等を習う 
14.目的を表す連動文を習う。 
15.総復習 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

 

1.予習：授業前に必ず、語法ポイント
に目を通し、習う予定の単語と課文を
読んでおく。 
2.復習;授業後必ず、聞く、読む、書く
などの練習をし単語を覚え、ポイント

を完全に理解し、習った課文を読解す
る。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：「ベーシック中国語」（改訂版）（著者：張 作義ら  出版社：郁文堂） 
参考書：中国語辞典（指定はしない、電子辞書も可） 
 

評価方法 評価基準 

定期試験及び中間での達成度を確認するレポートと中間テ
ストにより評価する。 

レポート 10%,, 中間テスト 30%  期末定期試験 60% 
 

試験はリスニング、と記述式問題で行い、達成目標を最低
限クリアーしている場合にのみ 60 点以上の合格点を与え

る。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

一旦学生に返却、模範解答を提示し、共通的問題点を解説し、試験について総括した後、再び回収する。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 50 名以内とする。                                         

(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。  
 



応用中国語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 金曜日 ３時限 講義棟

３５番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

張 作義 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

張 作義 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本講義は基礎中国語 II に引き続いて、中国の文化、風俗習慣をある程度を知り、中国語でのコ

ミュニケーション基礎能力をさらにアップしていくために開くものである。 
易しい文章から習い始め、これまで学習した文法ポイントを復習しながら、新しい文法を学習し
ていき、単語量を増やしつつ、読解力と翻訳能力を高め、コミュニケーション能力の向上を図り、
中国語能力検定準４級の合格をすることができる程度に達する。 
授業では、読む、書く、聞く、会話をするなどの練習を行う。 
中国語能力検定準４級、４級の合格も視野に入れて、過去問を演習し、さまざまな方法を使って
トレーニングをする。 

 

◎A:コミュニケーシ

ョン 
◎K総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

講義での学習と訓練を通じ 

1.単語量を増やして行く。( A ) 
2.新しい文法を理解でき、短文の読解力と翻訳能力を高める。( K ) 
3.初歩的中国語コミュニケーション能力を習得する。( A ) 

4.中国語能力検定準四級合格することができる。( A ) 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定： 
1.時間、時刻の言い方、時間量詞を補語とする使い方等。 
2.推測の表現。 

3.結果補語等。 
4.演習 
5.経験を表す表現、伝聞の表現等。 
6.願望の助動詞、動詞の重ね形の使い方等。 
7.中間テストとまとめ 
8.中国の映画観賞。 
9.程度補語、許可を表す表現等。 

10.原因を表す表現、語気詞（二）等。 
11.演習 
12.助動詞、目的語となる主述句等。 
13.介詞（二）、副詞（二） 
14.慣用句「要～了」の使い方。 

15.復習 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

1.予習：授業前に必ず、語法ポイント
に目を通し、習う予定の単語と課文を
読んでおく。 

2.復習;授業後必ず、聞く、読む、書く
などの練習をし単語を覚え、ポイント
を完全に理解し、習った課文を読解す
る。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：「ベーシック中国語」（改訂版）（著者：張 作義ら  出版社：郁文堂） 
参考書：中国語辞典（指定はしない、電子辞書も可） 
 

評価方法 評価基準 

定期試験及び中間での達成度を確認するレポートと中間テ

ストにより評価する。 
レポート 10%,, 中間テスト 30%  期末定期試験 60% 
 

試験はリスニング、と記述式問題で行い、達成目標を最低

限クリアーしている場合にのみ 60 点以上の合格点を与え
る。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

一旦学生に返却、模範解答を提示し、共通的問題点を解説し、試験について総括した後、再び回収する。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 50 名以内とする。                                         
(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。  



応用中国語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 金曜日 ３時限 講義棟

３５番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

張 作義 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

張 作義 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本講義は応用中国語 Iに引き続いて、中国の文化、風俗習慣をある程度理解し、中国語のコミュ

ニケーション能力をさらにアップしていくために開くものである。 
これまで学習した文法ポイントを復習しながら、新しい文法を学習し、単語量を増やしつつ、読
解力と翻訳能力を高め、コミュニケーション能力の向上を図る。 
授業では、読む、書く、聞く、会話をするなどの練習を行い、 
中国語能力検定準４級、４級の合格も視野に入れて、過去問を演習し、さまざまな方法を使って
トレーニングをする。 
 

◎A:コミュニケーシ

ョン 
◎K総合的判断 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

講義での学習と訓練を通じて 
1.単語量を更に増やしていく。( A ) 

2.新しい文法を理解し、複雑な表現の文を読解できる。( K ) 
3.中国語能力検定四級対策として、問題演習、模擬テスト等の練習を通して、応用能力を向上する。( K ) 
4.より高い読解力、翻訳能力とコミュニケーション能力を習得する。( A ) 

5.中国語能力検定準四級を確実に合格できる。( A ) 
6.四級合格レベルに達する程度になる。( A ) 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業はおおよそ、以下の順序に基づいて講義する予定： 
1.習った基本文型を復習 
2.連動文のまとめ、反復疑問文等 

3.主述句が述語文となる文 
4.疑問文と疑問視のまとめ等 
5.演習 
6.助動詞（二）、変化を表す表現等 
7.比較の表現、助動詞（三）等 
8.復習 
9.中間テストとまとめ 

10.中国の映画観賞。 
11.助動詞（四）、単純方向補語等 
12.進行形、感嘆を表す表現等 
13.前置詞「把」及び慣用句 
14.演習 

15.総復習 
授業の進捗度・理解度等により変更する場合もある。 

1.予習：授業前に必ず、語法ポイント
に目を通し、習う予定の単語と課文を
読んでおく。 

2.復習;授業後必ず、聞く、読む、書く
などの練習をし単語を覚え、ポイント
を完全に理解し、習った課文を読解す
る。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

教科書：「よく聞いてよく話す中国語」（著者 重松 淳ら  出版社  郁文堂） 
参考書：中国語辞典（指定はしない、電子辞書も可） 

評価方法 評価基準 

定期試験及び中間での達成度を確認するレポートと中間テ
ストにより評価する。 

レポート 10%,, 中間テスト 30%  期末定期試験 60% 

試験はリスニング、と記述式問題で行い、達成目標を最低
限クリアーしている場合にのみ 60 点以上の合格点を与え

る。 
 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

一旦学生に返却、模範解答を提示し、共通的問題点を解説し、試験について総括した後、再び回収する。 

履修上の注意点 

(1)履修者は 50 名以内とする。                                         

(2)3回を越える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は 3回で 1回の欠席とみなす。  



基礎スペイン語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ２時限 講義棟

４１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

増山 久美  語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連

絡 
 

担当教員 

増山 久美 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

スペイン語を母語として日常的に話す人口は約５億人とされる。スペイン、南北アメリカ諸国メ
キシコ、キューバ、コロンビア、ペルー、アルゼンチンなどと、米国（ヒスパニック系）、西ア
フリカのギニアといった約 20か国で使用されている。 
世界では英語、中国語に次ぐ第３の言語である。 
本授業では、初めてスペイン語を学ぶ受講者が対象である。 
日本人にとっては親しみやすいスペイン語の発音と基本的な文法の基礎を無理なく習得するよ
う多くの練習問題を行う。 

スペイン語のアクセントとリズムに慣れ、簡単な日常会話に必要な語彙表現を身につけることを
目標とする。 
 

◎A：コミュニケーシ
ョン 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１． スペイン語の発音と基本的な文法を理解する。（A、K） 
２． ser、estar動詞、規則・不規則動詞の直説法現在活用を習得する。（K） 

３． 日常的な会話に必要な語彙表現を習得する。（A） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は以下の順序に基づいて講義する予定。 
１． ガイダンス、第１課： アルファベット 
２． 第１課： 音節の分け方、アクセントの規則、国名、練習問題 
３． 第２課： 挨拶の表現、名詞の性と数、冠詞、練習問題、（１） 
４． 第２課： 挨拶の表現、名詞の性と数、冠詞、練習問題、（２） 

５． 第３課： 主語人称代名詞、存在文 hay、ser と estar 直説法現在と用法、
練習問題、（１） 
６． 第３課： 主語人称代名詞、存在文 hay、ser と estar 直説法現在と用法、
練習問題、（２） 
７． 第４課： 規則動詞直説法現在、指示形容詞、指示代名詞、練習問題、（１） 
８． 第４課： 規則動詞直説法現在、指示形容詞、指示代名詞、練習問題、（２） 

９． 第５課： 不規則動詞直説法現在、形容詞の性と数、練習問題、（１） 
１０．第５課： 不規則動詞直説法現在、形容詞の性と数、練習問題、（２） 
１１．第６課： 不規則動詞直説法現在、所有形容詞前置形、練習問題、（１） 
１２．第６課： 不規則動詞直説法現在、所有形容詞後置形、練習問題、（２） 
１３．第７課： 不規則動詞直説法現在、目的格人称代名詞、練習問題、（１） 
１４．第７課： 不規則動詞直説法現在、目的格人称代名詞、練習問題、（２） 
１５． これまでの復習 

※授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習： 各課の単語を調べておくこ
と。よく理解できない表現は授業で
質問する。 
復習： 出された課題をやってくるこ
と。労を惜しまず繰り返すことで確

実に身につくものである。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト： 西川喬著『基礎から学ぼう！スペイン語 初級』“Aprendamos los fundamentos del idioma espa&ntilde;ol 
―Curso elemental―”（朝日出版社）\2300 
辞書： プログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3780 / ポケットプログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3024/
スペイン語ミニ辞典 （白水社）\3024 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を、期末試験（５０％）及び課題（５０％）
の合計で評価する。 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ、合格点（６０点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

１． 履修者は４０名以内とする。 
２． ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎スペイン語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 前学期 水曜日 ３時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

増山 久美  語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

増山 久美 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

スペイン語を母語として日常的に話す人口は約５億人とされる。スペイン、南北アメリカ諸国メ

キシコ、キューバ、コロンビア、ペルー、アルゼンチンなどと、米国（ヒスパニック系）、西ア
フリカのギニアといった約 20か国で使用されている。 
世界では英語、中国語に次ぐ第３の言語である。 
本授業では、初めてスペイン語を学ぶ受講者が対象である。 
日本人にとっては親しみやすいスペイン語の発音と基本的な文法の基礎を無理なく習得するよ
う多くの練習問題を行う。 
スペイン語のアクセントとリズムに慣れ、簡単な日常会話に必要な語彙表現を身につけることを

目標とする。 
 

◎A：コミュニケーシ

ョン 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１． スペイン語の発音と基本的な文法を理解する。（A、K） 
２． ser、estar動詞、規則・不規則動詞の直説法現在活用を習得する。（K） 
３． 日常的な会話に必要な語彙表現を習得する。（A） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は以下の順序に基づいて講義する予定。 
１． ガイダンス、第１課： アルファベット 
２． 第１課： 音節の分け方、アクセントの規則、国名、練習問題 
３． 第２課： 挨拶の表現、名詞の性と数、冠詞、練習問題、（１） 
４． 第２課： 挨拶の表現、名詞の性と数、冠詞、練習問題、（２） 

５． 第３課： 主語人称代名詞、存在文 hay、serと estar 直説法現在と用法、
練習問題、（１） 
６． 第３課： 主語人称代名詞、存在文 hay、serと estar 直説法現在と用法、
練習問題、（２） 
７． 第４課： 規則動詞直説法現在、指示形容詞、指示代名詞、練習問題、（１） 
８． 第４課： 規則動詞直説法現在、指示形容詞、指示代名詞、練習問題、（２） 
９． 第５課： 不規則動詞直説法現在、形容詞の性と数、練習問題、（１） 

１０．第５課： 不規則動詞直説法現在、形容詞の性と数、練習問題、（２） 
１１．第６課： 不規則動詞直説法現在、所有形容詞前置形、練習問題、（１） 
１２．第６課： 不規則動詞直説法現在、所有形容詞後置形、練習問題、（２） 
１３．第７課： 不規則動詞直説法現在、目的格人称代名詞、練習問題、（１） 
１４．第７課： 不規則動詞直説法現在、目的格人称代名詞、練習問題、（２） 

１５． これまでの復習 
※授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習： 各課の単語を調べておくこと。
よく理解できない表現は授業で質問す
る。 
復習： 出された課題をやってくるこ
と。労を惜しまず繰り返すことで確実

に身につくものである。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト： 西川喬著『基礎から学ぼう！スペイン語 初級』“Aprendamos los fundamentos del idioma espa&ntilde;ol 
―Curso elemental―”（朝日出版社）\2300 
辞書： プログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3780 / ポケットプログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3024/
スペイン語ミニ辞典 （白水社）\3024 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を、期末試験（５０％）及び課題（５０％）
の合計で評価する。 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ、合格点（６０点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

１． 履修者は４０名以内とする。 

２． ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎スペイン語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ２時限 講義棟

２２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

増山 久美  語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

増山 久美 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

スペイン語を母語として日常的に話す人口は約５億人とされる。スペイン、南北アメリカ諸国メ

キシコ、キューバ、コロンビア、ペルー、アルゼンチンなどと、米国（ヒスパニック系）、西ア
フリカのギニアといった約 20か国で使用されている。 
世界では英語、中国語に次ぐ第３の言語である。 
本授業では、先学期に引き続きスペイン語の文法の基礎知識を養うとともに、基礎的な会話練習
を進めていくのを目的とする。スペイン語の動詞の活用は日本人にとっては難しいので、無理な
く身につけるため多くの練習問題をおこなう。一つの言語を話し、理解するには、文法と会話を
並行して学ぶ必要がある。 

 

◎A：コミュニケーシ

ョン 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．再帰動詞を理解する。（A、K） 

２．直説法（現在、過去、未来、過去未来）と接続法（現在）を一通り終えて、動詞の活用を覚える。（K） 
３． 日常会話に必要な語彙と表現を習得する。（A） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は以下の順序に基づいて講義する予定。 
１． 第８課： 不規則動詞直説法現在、練習問題 
２． 第９課： 再帰動詞直説法現在 、練習問題（１） 
３． 第９課： 再帰動詞直説法現在、練習問題、（２） 
４． 第１０課： 直説法現在完了、時刻の表現、練習問題 

５． 第１１課： 直説法点過去（規則動詞）、日付の表現、練習問題 
６． 第１２課： 直説法点過去（不規則動詞）、練習問題、（１） 
７． 第１２課： gustar動詞、練習問題、（２） 
８． 第１３課： 直説法線過去、曜日の表現、練習問題 
９． 第１４課： 比較級、練習問題 
１０．第１５課： 直説法未来、練習問題 
１１．第１６課： 接続法現在、練習問題、（１） 

１２．第１６課： 接続法現在、練習問題、（２） 
１３．第１７課： 接続法現在の用法、練習問題 
１４．第１８課： 接続法現在の用法、命令形、練習問題 
１５． これまでの復習 
※授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

 

予習： 各課の単語を調べておくこと。
よく理解できない表現は授業で質問す
る。 
復習： 出された課題をやってくるこ
と。労を惜しまず繰り返すことで確実

に身につくものである。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト： 西川喬著『基礎から学ぼう！スペイン語 初級』“Aprendamos los fundamentos del idioma espa&ntilde;ol 
―Curso elemental―”（朝日出版社）\2300 
辞書： プログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3780 / ポケットプログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3024/
スペイン語ミニ辞典 （白水社）\3024 
 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を、期末試験（５０％）及び課題（５０％）
の合計で評価する。 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ、合格点（６０点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

１． 履修者は４０名以内とする。 

２． ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



基礎スペイン語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ １年/選択/1単位 後学期 水曜日 ３時限 講義棟

３２番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

増山 久美  語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

増山 久美 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

スペイン語を母語として日常的に話す人口は約５億人とされる。スペイン、南北アメリカ諸国メ

キシコ、キューバ、コロンビア、ペルー、アルゼンチンなどと、米国（ヒスパニック系）、西ア
フリカのギニアといった約 20か国で使用されている。 
世界では英語、中国語に次ぐ第３の言語である。 
本授業では、先学期に引き続きスペイン語の文法の基礎知識を養うとともに、基礎的な会話練習
を進めていくのを目的とする。スペイン語の動詞の活用は日本人にとっては難しいので、無理な
く身につけるため多くの練習問題をおこなう。一つの言語を話し、理解するには、文法と会話を
並行して学ぶ必要がある。 

 

◎A：コミュニケーシ

ョン 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１．再帰動詞を理解する。（A、K） 

２．直説法（現在、過去、未来、過去未来）と接続法（現在）を一通り終えて、動詞の活用を覚える。（K） 
３． 日常会話に必要な語彙と表現を習得する。（A） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は以下の順序に基づいて講義する予定。 
１． 第８課： 不規則動詞直説法現在、練習問題 
２． 第９課： 再帰動詞直説法現在 、練習問題（１） 
３． 第９課： 再帰動詞直説法現在、練習問題、（２） 
４． 第１０課： 直説法現在完了、時刻の表現、練習問題 

５． 第１１課： 直説法点過去（規則動詞）、日付の表現、練習問題 
６． 第１２課： 直説法点過去（不規則動詞）、練習問題、（１） 
７． 第１２課： gustar動詞、練習問題、（２） 
８． 第１３課： 直説法線過去、曜日の表現、練習問題 
９． 第１４課： 比較級、練習問題 
１０．第１５課： 直説法未来、練習問題 
１１．第１６課： 接続法現在、練習問題、（１） 

１２．第１６課： 接続法現在、練習問題、（２） 
１３．第１７課： 接続法現在の用法、練習問題 
１４．第１８課： 接続法現在の用法、命令形、練習問題 
１５． これまでの復習 
※授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

 

予習： 各課の単語を調べておくこと。
よく理解できない表現は授業で質問す
る。 
復習： 出された課題をやってくるこ
と。労を惜しまず繰り返すことで確実

に身につくものである。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト： 西川喬著『基礎から学ぼう！スペイン語 初級』“Aprendamos los fundamentos del idioma espa&ntilde;ol 
―Curso elemental―”（朝日出版社）\2300 
辞書： プログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3780 / ポケットプログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3024/
スペイン語ミニ辞典 （白水社）\3024 
 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を、期末試験（５０％）及び課題（５０％）
の合計で評価する。 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ、合格点（６０点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

１． 履修者は４０名以内とする。 

２． ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 



応用スペイン語 I 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 前学期 水曜日 ４時限 講義棟

３１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

増山 久美  語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

増山 久美 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

スペイン語を母語として日常的に話す人口は約５億人とされる。スペイン、南北アメリカ諸国メ

キシコ、キューバ、コロンビア、ペルー、アルゼンチンなどと、米国（ヒスパニック系）、西ア
フリカのギニアといった約 20 か国で使用されている。世界では英語、中国語に次ぐ第３の言語
である。 
本授業では、これまで学習した動詞の活用を復習しながら、ラテンアメリカ諸国についての講読
を進める。講読内容の理解と、内容についての問いに対する答えを作成し発表できるようになる
ことを目標とする。さらに、スペイン語圏の映像や講読を通して文化的な知識を深めることも目
指す。多くの国（２０カ国）で話されている言語なので、いつかは役に立つように、文化的な背

景を多く取り入れる予定である。 

◎A：コミュニケーシ

ョン 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１． 直説法および接続法の動詞活用ができる。（A、K） 

２． 辞書を使って簡単な購読文を読みこなす。（K） 
３． 講読内容についての問いに対する答えを作成し、口頭で発表する。（A、K） 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は以下の順序に基づいて講義する予定。 
１． 第１課： YO SOY TARO Y PLANEO VIAJAR POR AMERICA LATINA 〈文法復習〉直説

法現在規則・不規則動詞、形容詞 
２． 第２課： LA CIUDAD DE MEXICO 〈文法復習〉直説法現在不規則動詞、比較級規

則形 
３． 第３課： EL SISTEMA EDUCATIVO DE MEXICO 〈文法復習〉比較級不規則形、関係

代名詞 
４． ラテンアメリカ諸国の紹介： その社会と文化-1 
５． 第４課： SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN CHIAPAS 〈文法復習〉直説法点過去 
６． 第５課： GUATEMALA, PAIS DE LOS MAYAS 〈文法復習〉再帰動詞（１） 
７． 第６課： EL SALVADOR, EL PAIS MAS PEQUE&Ntilde;O DE CENTROAMERICA 〈文法

復習〉直説法線過去 
８． ラテンアメリカ諸国の紹介： その社会と文化-2 

９． 第７課： HONDURAS, EXPORTADOR DE BANANOS 〈文法復習〉過去分詞、再帰動詞
（２） 

１０．第８課： NICARAGUA, PAIS MAS GRANDE DE LA REGION 〈文法復習〉直説法現在
完了 

１１．第９課： COSTA RICA, EL PAIS VERDE 〈文法復習〉直説法過去完了 

１２．ラテンアメリカ諸国の紹介： その社会と文化-3  
１３．第１０課： PANAMA Y SU CANAL 〈文法復習〉gustar 動詞、現在分詞 

１４．第１１課： CUBA, PAIS SOCIALISTA EN EL CARIBE 〈文法復習〉接続詞 
１５．これまでの復習 
※授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 

予習： 各課の単語を調べておく
こと。よく理解できない表現は
授業で質問する。 
復習： 出された課題をやってく
ること。労を惜しまず繰り返す
ことで確実に身につくものであ

る。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト： 国本伊代ほか著『ラテンアメリカ旅行記』“Viaje por Am&eacute;rica Latina”（弘学社）\1800 
辞書： プログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3780 / ポケットプログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3024/

スペイン語ミニ辞典 （白水社）\3024 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を、期末試験（５０％）及び課題（５０％）
の合計で評価する。 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ、合格点（６０点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

１． 履修者は４０名以内とする。 
２． ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 



応用スペイン語 II 
開講学科 科目区分 学年/必選/単位 学期/曜日/時限/教室 低年次履修の可否 

海洋科学部全学科 ◆総合科目◆ ２年/選択/1単位 後学期 水曜日 ４時限 講義棟

２１番教室 

 

主担当教員 教員室 連絡先 オフィスアワー 

増山 久美  語学専任教員を通して連絡 語学専任教員を通して連絡 

 

担当教員 

増山 久美 

授業のねらい（目標・内容・方法） 学習・教育到達目標 

本授業は、応用 Iに引き続き、これまで学習した動詞の活用を復習しながら、ラテンアメリカ諸

国についての講読を進める。講読内容の理解と、内容についての問いに対する答えを作成し発表
できるようになることを目標とする。さらに、スペイン語圏の映像や講読を通して文化的な知識
を深めることも目指す。多くの国（２０カ国）で話されている言語なので、いつかは役に立つよ
うに、文化的な背景を多く取り入れる予定である。 

◎A：コミュニケーシ

ョン 
◎K：総合的判断 
 

学生の達成目標（学習・教育到達目標との対応） 

１． 直説法および接続法の動詞活用ができる。（A、K） 

２． 辞書を使って簡単な購読文を読みこなす。（K） 
３． 講読内容についての問いに対する答えを作成し、口頭で発表する。（A、K） 
 

授業の計画 予習・復習のあり方 

授業は以下の順序に基づいて講義する予定。 
１． 第１２課： SANTO DOMINGO, PERLA DEL CARIBE 〈文法復習〉完了形 
２． 第１３課： VENEZUELA, PAIS DEL PETROLEO 〈文法復習〉不定語、否定語 

３． 第１４課： COLOMBIA, PAIS DEL CAF&Eacute; 〈文法復習〉直説法未来 
４． ラテンアメリカ諸国の紹介： その社会と文化-4 
５． 第１５課： ECUADOR, LA MITAD DEL MUNDO 〈文法復習〉直説法未来 
６． 第１６課： PERU, OTRO PAIS ANDINO 〈文法復習〉再帰動詞 
７． 第１７課： EL MUNDO INCAICO 〈文法復習〉目的格人称代名詞 
８． ラテンアメリカ諸国の紹介： その社会と文化-5 

９． 第１８課： BOLIVIA, PAIS MULTICULTURAL 〈文法復習〉過去分詞、現在
分詞 

１０．第１９課： CHILE, PAIS DEL COBRE Y VINO 〈文法復習〉無人称表現 
１１．第２０課： ARGENTINA, PAIS DEL TANGO 〈文法復習〉直説法過去未来 
１２．ラテンアメリカ諸国の紹介： その社会と文化-6  
１３．第２１課： URUGUAY, PAIS DEL RIO DE LA PLATA 〈文法復習〉接続法現

在 

１４．第２２課： PARAGUAY, PAIS DE CONTRASTES 〈文法復習〉接続法現在 
１５．これまでの復習 
※授業の進捗度・理解度などにより変更する場合もある。 
 

予習： 各課の単語を調べておくこと。
よく理解できない表現は授業で質問す
る。 

復習： 出された課題をやってくるこ
と。労を惜しまず繰り返すことで確実
に身につくものである。 
 

テキスト・教材・参考書・関連 URLなど 

テキスト： 国本伊代ほか著『ラテンアメリカ旅行記』“Viaje por Am&eacute;rica Latina”（弘学社）\1800 
辞書： プログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3780 / ポケットプログレッシブスペイン語辞典 （小学館）\3024/

スペイン語ミニ辞典 （白水社）\3024 
 

評価方法 評価基準 

講義内容の理解度を、期末試験（５０％）及び課題（５０％）
の合計で評価する。 

「学生の達成目標」にあげた項目を最低限クリアーしてい
る場合にのみ、合格点（６０点）が与えられる。 

答案の返却・模範解答の提示・解説等について 

定期試験の答案回収後、残り時間に模範解答の配布と解説を行う。 

履修上の注意点 

１． 履修者は４０名以内とする。 
２． ３回を超える欠席の場合、単位を与えない。遅刻は３回で１回の欠席とみなす。 
 

 


