
学期／Semester 2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester曜日・校時／Day・Period金／Fri 3

2017/09/29～2018/01/26開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 1.0/1.0/1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code0590016020170590016001

科目ナンバリングコード／Numbering CodeGEEN 21473_032

授業科目名／Subject ●Advanced EnglishⅡ(3D1・3D2)／Advanced EnglishⅡ

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

BEH　SIEWKEE／Shuki Bee

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

BEH　SIEWKEE／Shuki Bee

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

BEH　SIEWKEE／Shuki Bee

外国語科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form1, 2, 3, 4 演習／Seminar対象年次／Year

［歯学］講義室６Ａ教室／Class room

歯学部（3年生）対象学生（クラス等）  /Object Student

skbeh▲nagasaki-u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）担当教員Eメールアドレス/E-mail address

言語教育研究センター111号室担当教員研究室/Laboratory

819-2381担当教員TEL/Tel

Before and after class and by appointment.担当教員オフィスアワー/Office hours
This practical course aims to help EFL students improve their pronunciation and fluency
in spoken English. Students will be taught to identify individual speech characteristics
and create a detailed profile of problem areas to subsequently practice correct
articulation, rhythm and intonation.

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

Designed to help students improve upon phonetic and prosodic elements of English speech,
this course deals with aspects of pronunciation such as segmental phonology (individual
sounds), word stress, aspects of connected speech (such as rhythm and stress), and
intonation. Additionally, through exposure to new language used in authentic video
models, this course provides a platform for students to develop their vocabulary.

授業到達目標/Goal

While this course will combine lectures, audio and video models of language, group-work
and discussion to some degree, Computer Assisted Language Learning (CALL) will be the
main instructional method used in this course. Specifically, students in this course will
use the learning tools provided on a website called English Central
(www.englishcentral.com). This website allows students to practice their pronunciation
using a speech recognition based pronunciation tool.

授業方法（学習指導法）/Method

Each class will comprise the following phases of instruction:

(1) Ice Breaker (Plenary);

(2) CALL methods will be administered via the English Central website (in which each web-
course theme includes the following four components of language instruction: Watching,
Learning, Speaking, and a Quiz);

(3) Student Feedback Session (individually with the instructor) .

While the focus and content of each class will vary depending on the students’ pace (as
well as which of the web-course themes students wish to complete on a particular day), a
sample schedule (and set of variable themes) is provided below.

授業内容/Class outline/Con

Students should be prepared to spend approximately 15-30 minutes preparing for each
lesson by reviewing the previous lesson and pre-reading the course that will be covered
in each class. Furthermore, following each class, students will be required to do
homework assignments related to the unit covered in class.

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

Pronunciation, Speech, Phonetics, CALLキーワード/Key word

You need to buy an Access Card for English Central Website
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

Attendance and Participation: 20%
Spelling Test: 20%
Oral report(individually with the instructor): 10 %
Online Assignments: 50%

成績評価の方法・基準等/Evaluation

You need to bring your LAPTOP and HEADSET with you every class.受講要件（履修条件）/Requirements



長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

ノートパソコンとヘッドセットを教室に持参してください備考（URL）/Remarks(URL)

Students are encouraged to make a concerted effort to participate in class activities and
to complete homework assignments. Also, consistent attendance is mandatory to be able to
pass this class.

学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

Course introduction, self-introduction, and overview of course topics第1回

World Destinations第2回

Traveling Abroad第3回

Top 10 Pronunciation Challenges for Japanese EFL Speakers第4回

Presentation Skills第5回

English for Language and Linguistics第6回

Idioms, Slang and Informal Expressions第7回

Getting a Job第8回

Academic English第9回

Debate it第10回

Media English第11回

English in Commercials第12回

Famous Speeches第13回

English in Movies第14回

English with President Obama第15回

Final Exam Project第16回



学期／Semester 2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester曜日・校時／Day・Period水／Wed 5

2017/09/29～2018/01/24開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 1.0/1.0/1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code0590016020170590016002

科目ナンバリングコード／Numbering CodeGEEN 21473_032

授業科目名／Subject ●Advanced EnglishⅡ(3G)／Advanced EnglishⅡ

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

小笠原　真司／Ogasawara Shinji

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

小笠原　真司／Ogasawara Shinji

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

小笠原　真司／Ogasawara Shinji

外国語科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form1, 2, 3, 4 演習／Seminar対象年次／Year

教養教育C棟35(call1)／RoomC-35(call1)教室／Class room

（3Ｇ）対象学生（クラス等）  /Object Student

ogasa-s▲nagasaki-u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）担当教員Eメールアドレス/E-mail address

環境科学部1階担当教員研究室/Laboratory

095-819-2094担当教員TEL/Tel

 火4 水4 木2担当教員オフィスアワー/Office hours
英語でコミュニケーション活動がスムーズにできるように、リスニングストラテジーに基づいたト
レーニングを行い、いろいろな会話場面で十分コミュニケーション活動が行えるようにします。ま
た、TOEFL読解問題を利用して、速読の練習を行い、英文をはやく正確に読む練習も行います。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

テキストの中の重要な英語の構文は、授業中指定されたものはすべて覚えて頭の中に内在化し、自
然と発話できるレベルまでにします。英会話レベルではなく、少し長いレベルの英語も発話できる
ようにします。また、基本的なリスニングストラテジーを身につけてもらい、簡単な英語ニュース
やダイアローグなら、内容の概要を聞き取れるようにします。また、プレゼンを、自信もって英語
でできるようにします。 速読は、要点を把握する練習をしながら、TOEFL等の問題を時間内にとけ
るようにします。

授業到達目標/Goal

演習形式で行います。指定されたテキストは、決められた範囲を予習してくることが必要です。家
庭でテキスト付属のCDを利用して、リスニングを十分してから、授業に臨んでください。授業では
、CDとプリントを用いて問題練習に挑戦してもらいます、。また、重要例文の発話練習を行います
。また、それらの英文を利用して、ダイアローグを作成したり、テキストの英文を参考にして、プ
レゼンの練習をします。また、プレゼンテーション用のスピーチ用の英文の原稿を書いてもらい、
ペアーやグループでの英語によるスピーチ練習をします。TOEFLの問題を用いた読解練習では、授業
中に時間制限内に問題を解いてもらうとともに、家庭で精読してもらうことを課題として出します
。

授業方法（学習指導法）/Method

授業は、時間制限内でTOEFLのReading問題を解く練習をします。またテキストに基づいた練習用ペ
ーパーを用いて、音声面から、外資系の会社などを舞台としたダイアローグを聞き取り、さらに大
切な英語構文を整理しながらCDを用いて、英語を話す練習を行います。リピーティング練習などを
用いて、英語の構文を内在化するようにします。
 さらに、応用練習として、ペアーやグループになってもらい、課題として作成したプレゼンテーシ
ョン用の原稿を用いてのスピーチ練習を行います。もちろん、この原稿を書くための指導も行いま
す。
 この授業に関しては、決して受身的な態度で参加しないでください。授業の効果を上げるためにも
、学生は極力欠席を避け、積極的に授業に参加してください。毎回、課題がでますので、なにより
も家庭学習をきちんとすることが大切です。学生の積極的な取り組みを期待します。真剣に授業に
参加し、家庭学習もきちんとすれが、必ず英語の力は向上します。がんばってください。

授業内容/Class outline/Con

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

Repeating, Pair Work, Listening Strategies、 Scanning、 Skimmingキーワード/Key word
教科書（テキスト）：
実践ビジネス英語 ニューヨークシリーズ ベストコレクション (NHK出版）￥2,000

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

成績評価は、
○定期試験50%、プレゼンペーパー等の提出物10%、 授業でのアクティビティ10%、小テスト 30% で
行います。成績評価の方法・基準等/Evaluation

全回出席が原則。教科書も必ず購入すること受講要件（履修条件）/Requirements



長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006 （FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)
英語の力をつけるためには、授業の予習、復習に加えて、自分で英語学習を作りだし、英語の教材
にチャレンジすることが大切です。長崎大学で推薦しているe-learning 教材（３ Step やパワーワ
ーズ）やＮＨＫテレビやラジオの英語講座などがおすすめです

学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

オリエンテーション
ビジネス英語New York 1
TOEFL Reading プリント 1第1回

ビジネス英語New York 1
TOEFL Reading プリント 1

第2回

ビジネス英語New York 1
TOEFL Reading プリント 2

第3回

ビジネス英語New York 4
TOEFL Reading プリント 2

第4回

ビジネス英語New York 4
TOEFL Reading プリント 3

第5回

ビジネス英語New York 4
TOEFL Reading プリント 3

第6回

 プレゼン第1回目

第7回

ビジネス英語New York 9
TOEFL Reading プリント 4

第8回

ビジネス英語New York 9
TOEFL Reading プリント 4

第9回

ビジネス英語New York 9
TOEFL Reading プリント 5

第10回



ビジネス英語New York 10
TOEFL Reading プリント 5

第11回

ビジネス英語New York 10
TOEFL Reading プリント 6

第12回

ビジネス英語New York 10
TOEFL Reading プリント 6

第13回

プレゼン第2回目
TOEFL Reading プリント 7

第14回

 プレゼン第2回目
TOEFL Reading プリント 7

第15回

定期試験第16回



学期／Semester 2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester曜日・校時／Day・Period木／Thu 3

2017/09/29～2018/01/25開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 1.0/1.0/1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code0590016020170590016004

科目ナンバリングコード／Numbering CodeGEEN 21473_032

授業科目名／Subject ●Advanced EnglishⅡ(3P1)／Advanced EnglishⅡ

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

小笠原　真司／Ogasawara Shinji

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

小笠原　真司／Ogasawara Shinji

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

小笠原　真司／Ogasawara Shinji

外国語科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form1, 2, 3, 4 演習／Seminar対象年次／Year

教養教育C棟35(call1)／RoomC-35(call1)教室／Class room

（3P1)対象学生（クラス等）  /Object Student

ogasa-s▲nagasaki-u.ac.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）担当教員Eメールアドレス/E-mail address

環境科学部1階担当教員研究室/Laboratory

095-819-2094担当教員TEL/Tel

 火4 水4 木2担当教員オフィスアワー/Office hours
英語でコミュニケーション活動がスムーズにできるように、リスニングストラテジーに基づいたト
レーニングを行い、いろいろな会話場面で十分コミュニケーション活動が行えるようにします。ま
た、TOEFL科学関係の読解問題を利用して、速読の練習を行い、英文をはやく正確に読む練習も行い
ます。

授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
Objectives

テキストの中の重要な英語の構文は、授業中指定されたものはすべて覚えて頭の中に内在化し、自
然と発話できるレベルまでにします。英会話レベルではなく、少し長いレベルの英語も発話できる
ようにします。また、基本的なリスニングストラテジーを身につけてもらい、簡単な英語ニュース
やダイアローグなら、内容の概要を聞き取れるようにします。また、プレゼンを、自信もって英語
でできるようにします。 速読は、要点を把握する練習をしながら、TOEFL等の問題を時間内にとけ
るようにします。

授業到達目標/Goal

演習形式で行います。指定されたテキストは、決められた範囲を予習してくることが必要です。家
庭でテキスト付属のCDを利用して、リスニングを十分してから、授業に臨んでください。授業では
、CDとプリントを用いて問題練習に挑戦してもらいます、。また、重要例文の発話練習を行います
。また、それらの英文を利用して、ダイアローグを作成したり、テキストの英文を参考にして、プ
レゼンの練習をします。また、プレゼンテーション用のスピーチ用の英文の原稿を書いてもらい、
ペアーやグループでの英語によるスピーチ練習をします。TOEFLの問題を用いた読解練習では、授業
中に時間制限内に問題を解いてもらうとともに、家庭で精読してもらうことを課題として出します
。

授業方法（学習指導法）/Method

授業は、時間制限内でTOEFLの科学関係のReading問題を解く練習をします。またテキストに基づい
た練習用ペーパーを用いて、音声面から、外資系の会社などを舞台としたダイアローグを聞き取り
、さらに大切な英語構文を整理しながらCDを用いて、英語を話す練習を行います。リピーティング
練習などを用いて、英語の構文を内在化するようにします。
 さらに、応用練習として、ペアーやグループになってもらい、課題として作成したプレゼンテーシ
ョン用の原稿を用いてのスピーチ練習を行います。もちろん、この原稿を書くための指導も行いま
す。
 この授業に関しては、決して受身的な態度で参加しないでください。授業の効果を上げるためにも
、学生は極力欠席を避け、積極的に授業に参加してください。毎回、課題がでますので、なにより
も家庭学習をきちんとすることが大切です。学生の積極的な取り組みを期待します。真剣に授業に
参加し、家庭学習もきちんとすれが、必ず英語の力は向上します。がんばってください。

授業内容/Class outline/Con

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

Repeating, Pair Work, Listening Strategies、 Scanning、 Skimmingキーワード/Key word
教科書（テキスト）：
実践ビジネス英語 ニューヨークシリーズ ベストコレクション (NHK出版）￥2,000

教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

成績評価は、
○定期試験50%、プレゼンペーパー等の提出物10%、 授業でのアクティビティ10%、小テスト 30% で
行います。成績評価の方法・基準等/Evaluation

全回出席が原則。教科書も必ず購入すること受講要件（履修条件）/Requirements



長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006 （FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)
英語の力をつけるためには、授業の予習、復習に加えて、自分で英語学習を作りだし、英語の教材
にチャレンジすることが大切です。長崎大学で推薦しているe-learning 教材（３ Step やパワーワ
ーズ）やＮＨＫテレビやラジオの英語講座などがおすすめです

学生へのメッセージ/Message for students

授業計画詳細／Course Schedule

回(日時)／Time(date and time)授業内容／Contents

オリエンテーション
ビジネス英語New York 1
TOEFL Reading プリント 1第1回

ビジネス英語New York 1
TOEFL Reading プリント 1

第2回

ビジネス英語New York 1
TOEFL Reading プリント 2

第3回

ビジネス英語New York 4
TOEFL Reading プリント 2

第4回

ビジネス英語New York 4
TOEFL Reading プリント 3

第5回

ビジネス英語New York 4
TOEFL Reading プリント 3

第6回

 プレゼン第1回目

第7回

ビジネス英語New York 9
TOEFL Reading プリント 4

第8回

ビジネス英語New York 9
TOEFL Reading プリント 4

第9回

ビジネス英語New York 9
TOEFL Reading プリント 5

第10回



ビジネス英語New York 10
TOEFL Reading プリント 5

第11回

ビジネス英語New York 10
TOEFL Reading プリント 6

第12回

ビジネス英語New York 10
TOEFL Reading プリント 6

第13回

プレゼン第2回目
TOEFL Reading プリント 7

第14回

 プレゼン第2回目
TOEFL Reading プリント 7

第15回

定期試験第16回



学期／Semester 2017年度／Academic Year　後期
／Second Semester曜日・校時／Day・Period木／Thu 3

2017/09/29～2018/01/25開講期間／Class period

必修選択／Required/Elective class 単位数(一般/編入/留学)／Credits
(general/admission/overseas)必修／required 1.0/1.0/1.0

時間割コード／Time schedule code 科目番号／Subject code0590016020170590016005

科目ナンバリングコード／Numbering CodeGEEN 21473_032

授業科目名／Subject ●Advanced EnglishⅡ(3P2)／Advanced EnglishⅡ

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

松田　雅子／Matuda Masako

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

松田　雅子／Matuda Masako

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

松田　雅子／Matuda Masako

外国語科目科目分類／Class type

講義形態／Class Form1, 2, 3, 4 演習／Seminar対象年次／Year

教養教育B棟34／RoomB-34教室／Class room

薬学部（３Ｐ２）対象学生（クラス等）  /Object Student

hijimasako▲yahoo.co.jp（メールを送信する際は▲を@に置き換えて送信してください）担当教員Eメールアドレス/E-mail address

担当教員研究室/Laboratory

担当教員TEL/Tel

水３担当教員オフィスアワー/Office hours
英語リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4技能の向上を図ります。授業の概要及び位置づけ/Course Outline and

Objectives
自分について、身近な事がらについて、発信できる英語力をつけます。日本文化や地元のことにつ
いて英語で紹介できる力をつけ、プレゼンテーションの練習をします。授業到達目標/Goal

演習形式で行います。ペアワークとグループワークをしますので、欠席しないようにしてください
。インターネットを使って活動を行い、テキストの音読やパートナーとの読み合わせを行います。授業方法（学習指導法）/Method

テキストとワークブックを使用して、リーディング、スピーキングの練習をします。大学のe-
learning 教材を活用し、基礎力を養成します。
授業内容-1回 オリエンテーション、教科書Unit １、e-learning
授業内容-2回 教科書 Unit ２、Workbook １、e-learning
授業内容-3回 教科書 Unit ３、Workbook ２、e-learning
授業内容-4回 教科書 Unit ４、Workbook ３、e-learning
授業内容-5回 教科書 Unit ５、Workbook ４、e-learning、スピーチ
授業内容-6回 教科書 Unit ６、Workbook ５、e-learning、スピーチ
授業内容-7回 教科書 Unit ７、Workbook ６、e-learning
授業内容-8回 教科書 Unit ８、Workbook ６、e-learning
授業内容-9回 教科書 Unit ９、Workbook ７、e-learning
授業内容-10回 教科書 Unit １０、Workbook ７、e-learning、スピーチ
授業内容-11回 教科書 Unit １１、Workbook ８、e-learning、スピーチ
授業内容-12回 教科書 Unit １２、Workbook ８、e-learning
授業内容-13回 教科書 Unit １３、Workbook ９、e-learning
授業内容-14回 教科書 Unit １４、Workbook ９、e-learning、プレゼンテーション
授業内容-15回 教科書 Unit １５、Workbook １０、e-learning、プレゼンテーション
授業内容-16回 期末試験

授業内容/Class outline/Con

e-learning を行う、
ワークブックのスピーチを完成させる

事前、事後学習の内容/Preparation & Review

スピーキング、音読、プレゼンテーションキーワード/Key word

Welcome to Kyushu, Japan, 松柏社、Openvoice Workbook Basic, Kaigai Connection教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book

定期試験60％、スピーチ20％、プレゼンテーション10％、課題10％成績評価の方法・基準等/Evaluation

受講要件（履修条件）/Requirements
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095-819-2006（FAX）095-819-2948
（E-MAIL）support@ml.nagasaki-u.ac.jp

アクセシビリティ/Accessibility

備考（URL）/Remarks(URL)
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