
2022/4/18

単位数Active English I [a] 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210A1-1000-o2
Carolyn Swierski

授業コード 20002 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Introduction to Active, Class Rules, Conversation
Week 2: Introduction to British Council English Podcasts, and Practicing
Week 3: Listening and Dictation practice
Week 4: Introducing M-Readers and Placement Test for Extensive Reading
Week 5: The Sound of Music: Part 1, Vocabulary Quiz and discussion
Week 6: The Sound of Music: Part 2, Vocabulary Quiz and discussion
Week 7: The Sound of Music: Part 3, Vocabulary Quiz and discussion
Week 8: The Sound of Music: Part 4, Vocabulary Quiz and discussion
Week 9: The Sound of Music: Part 5, Vocabulary Quiz and discussion
Week 10: The Sound of Music: Part 6, Vocabulary Quiz and discussion
Week 11: The Sound of Music: Part 7, Vocabulary Quiz and discussion
Week 12: The Sound of Music: Part 8, Vocabulary Quiz and discussion
Week 13: Final Project group preparation: Introducing a Foreign Country
Week 14: Mastering Google Slides
Week 15: Presentations
Week 16: Presentations and Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

3

2／4

1／3／4／5

1／3／4／5

Dictations: 20%

Reading Reports: 20%

Active participation: 20%

Presentation: 20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively present their own thoughts about material via writing and discussion in
English

Students can make a college level presentation in English before an audience, using
appropriate professional audio visual aids, such as PowerPoint.

2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Vocabulary and Comprehension quizzes: 20%

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Students will attend 180 minutes of class per week conducted in English with an emphasis on developing basic communication skills and
fluency in English.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively participate in a college-level conversation.

Students can actively read a college level text, engaging its primary purpose

Students can actively listen to a college level presentation and take meaningful notes

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided in Week 16

定期試験
Assessment is ongoing, in the form of bi-monthly reading reports, weekly vocabulary quizzes, and a final presentation.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Reading a graded reader and writing a reading report: 2-3 hours, twice a month
Preparing for and studying for weekly vocabulary quizzes: 2 hours a week
Workbook exercises: 1 hour a week
Presentation preparation outside of class time: 2-3 hours, once at the end of the semester

必携書（教科書販売）
New Headway Pre-Intermediate, 4th Edition & Workbook， Liz Soars & John Soars， Oxford University Press

必携書（教科書販売以外）
English-Japanese Dictionary

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00
Friday 1:00-2:30  (and by appointment)

連絡先
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2022/4/18

単位数Communicative English I [a] 1単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210A1-1000-o1
Carolyn Swierski

授業コード 20004 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1： Class introductions, orientation
2： Getting to know you – copula ‘be’ verb
3： Getting to know you – copula ‘be’ in questions and negatives
4： Whatever makes you happy – developing adjectival sense
5： Whatever makes you happy – state verbs and adverbs of frequency
6： What’s in the news? – perfect tenses
7： What’s in the news? – perfect continuous tense
8： Mid semester test
9： Eat, drink and be merry – countable and uncountable nouns
10： Eat, drink and be merry – expressions of quantity
11： Looking forward – the future with ‘will’
12： Looking forward – the future with ‘going to’ and continuous forms
13： The way I see it – gerunds and infinitives
14： The way I see it – complex sentence forms
15： Review and Speaking test

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class as
directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The course will improve the learner's ability to communicate successfully in a variety of
language and cultural contexts. Classes are conducted in English and will primarily focus on
the development of speaking and listening skills, communication strategies, extensive reading

d b l  b ildi

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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All papers, tests, and grades will be given back on request.

定期試験
16： Final Test and feedback

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Additional materials will be provided by the teacher, such as online quizzes, and online vocabulary learning.

必携書（教科書販売）
Soars, J. and L. Soars, 2016. Headway Pre-Intermediate, 4th edition. Oxford University Press.

必携書（教科書販売以外）
English-Japanese dictionary

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00
Friday 1:00-2:30.  (and by appointment)

連絡先
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2022/4/18

単位数Active English II [a] 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210A1-1000-o2
Carolyn Swierski

授業コード 20012 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Introduction to FlipGrid, and Practicing
Week 2: Introduction Extensive Reading Project, and Placement Test
Week 3: Listening and Dictation practice
Week 4: Readers and Conversation practice
Week 5: Self-evaluation and Peer evaluation, Practicing
Week 6: Listening and Dictation practice
Week 7: Readers and Conversation practice
Week 8: Listening and Dictation practice
Week 9: Readers and Conversation practice
Week 10: Sharing of favorite Independent Study topics
Week 11: Introduction to Final Presentations: Brainstorming scenarios in groups
Week 12: Group work: writing a script
Week 13: Group work: writing & polishing a script (Teacher's input)
Week 14: Final Practice Session for Presentations-- Acting tips
Week 15: Group Skit Presentations
Week 16: Final class and Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

3

2／4

2／3

1／3／4／5

Dictations: 20%

Reading Reports: 20%

Vocabulary and comprehension quizzes: 20%

Presentation: 20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively present their own thoughts about material via writing and discussion in
English

Students can make a college level presentation in English before an audience, using
appropriate professional audio visual aids, such as PowerPoint

1／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active participation (including presentation): 20%

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Students will attend 180 minutes of class per week conducted in English with an emphasis on developing basic communication skills and
fluency in English.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively participate in a college-level conversation.

Students can actively read a college level text, engaging its primary purpose

Students can actively listen to a college level presentation and take meaningful notes

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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2022/4/18

Feedback will be given in Week 16

定期試験
Assessment is ongoing, in the form of bi-monthly reading reports, weekly study sheets, and a final presentation.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Reading a graded reader and taking a reading quiz: 2-3 hours, twice a month
Preparing for and recording a FlipGrid online: 2 hours, twice a month
Responding to 2 other students' FlipGrids: 1 hour, twice a month
Listening to British Council Podcasts and writing Study Sheets: 2-3 hours a week
Practicing for Final Presentation 1-2 hours at the end of the semester

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
New Headway Pre-Intermediate, 4th Edition & Workbook， Liz Soars & John Soars， Oxford University Press

必携書（教科書販売以外）
English-Japanese Dictionary

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00
Friday 1:00-2:30  (and by appointment)

連絡先
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2022/4/18

単位数Communicative English II [a] 1単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210A1-1000-o1
Carolyn Swierski

授業コード 20014 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Review of Communicative English I
2. Living history -- Present tenses
3. Living history (continued) -- present continuous tenses
4. Girls and boys -- Passives
5. Girls and boys (continued) relative clauses
6. Time for a story -- Past tenses
7. Time for a story -- (continued) Past continuous tense
8. Mid-semester test
9. Our interactive world -- ‘If' clauses
10. Our interactive world (continued) Perfect tenses
11. Life's what you make it -- Perfect continuous tense
12. Life's what you make it(continued) -- Conditionals
13. Just wondering ... used to
14. Just wondering ... (continued) tense review
15. Review and speaking test

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class as
directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

This is the second of two Communicative English courses. This will build on what was learnt in
the first semester. The course will improve the learner’s ability to communicate successfully
in a variety of language and cultural contexts. Classes are conducted in English and will
primarily focus on the development of speaking and listening skills, communication strategies,
extensive reading and vocabulary building

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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All papers, tests, and grades will be returned on request.

定期試験
16. End of semester test

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes and online vocabulary learning.

必携書（教科書販売）
Soars, J. and L. Soars, 2016. Headway Pre-Intermediate 4th edition. Oxford University Press.

必携書（教科書販売以外）
English-Japanese dictionary

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00
Friday 1:00-2:30  (and by appointment)

連絡先
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2022/4/18

単位数Active English I [b] 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210A1-1000-o2
Sebastiano Alexandra

授業コード 20022 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1: Introductions
2: LIFE - free time, question forms
3: LIFE - relationships, past simple
4: LIFE - making conversation, conversation topics
5: LIFE - interviews: what do you look for in a friend? Review Quiz.
6: WORK - motivation, present and simple continuous
7: WORK - jobs, adverbs of frequency
8: WORK - types of work, expressing likes/dislikes
9: WORK - interviews: what do you do? Review Quiz
10: TIME OUT - planning outings, future plans
11: TIME OUT - places to visit; how people around the world enjoy 'hanging out'
12: TIME OUT - practice making phone calls
13: TIME OUT - interviews: what do you like doing in your free time? Review Quiz
14: Project preparation and review exercise assignment.
15: Checking review answers. Examination.
16: Final feedback and independent study assignments

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

4

1／2／3

1／2／3／4

4

Ongoing assessment: 10%

Projects: 40%

Exam: 10%

Reading 30%

１

４

５

知識・技能Students can pass the Mreader tests to show reading of at least 75,000 words of graded readers
on Mreader.org

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active Participation 10%

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English.
Students will attend 180 minutes of class per week conducted in English with an emphasis on developing speaking and listening skills and fluency in
English.
Students will be expected to pass the tests for 75,000 words of graded readers on Mreader

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively demonstrate an increase in confidence in expressing themselves in
speaking, reading and writing English

Students can demonstrate they can actively communicate successfully in a variety of language
and cultural situations and about various topics

Students can demonstrate an improvement in the four language skills

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be give at the end of tests or the following week

定期試験
16. End of semester test

試験のフィードバックの方法

To be announced.

留意事項
Students will be expected to come well prepared, on time, play an active role in every lesson. This is an English-ONLY course that offers an
enjoyable and profitable basis for further studies in English. Students will be expected to prepare for classes and do the assignments before class.
Students may be asked to write a group report.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students should learn the necessary vocabulary ahead of the planned lesson so you are ready to go through the units. We will spend a lot of time
going over the content of the readings and their associated topics so you should build up your discussion skills. We will have special dedicated
classes to prepare for the tests. This work is expected to take about 1 hour of additional preparation for each class hour.

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 1 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition.ISBN: 9781292149332. Antonia Clare & JJ Wilson.

オフィスアワー
The teacher does not have an office on campus, but will be available after class.

連絡先
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2022/4/18

単位数Communicative English I [b] 1単位

授業形態（副） ２演習

210A1-1000-o1
Sebastiano Alexandra

授業コード 20024 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第１回： Class introductions, orientation
第２回： Getting to know you – copula ‘be’ verb
第３回： Getting to know you – copula ‘be’ in questions and negatives
第４回： Whatever makes you happy – developing adjectival sense
第５回： Whatever makes you happy – state verbs and adverbs of frequency
第６回： What’s in the news? – perfect tenses
第７回： What’s in the news? – perfect continuous tense
第８回： Mid semester test
第９回： Eat, drink and be merry – countable and uncountable nouns
第10回： Eat, drink and be merry – expressions of quantity
第11回： Looking forward – the future with ‘will’
第12回： Looking forward – the future with ‘going to’ and continuous forms
第13回： The way I see it – gerunds and infinitives
第14回： The way I see it – complex sentence forms
第15回： Review and Speaking test

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class as
directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The course will improve the learner's ability to communicate successfully in a variety of
language and cultural contexts. Classes are conducted in English and will primarily focus on
the development of speaking and listening skills, communication strategies, extensive reading

d b l  b ildi

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given at the end of tests or the following week.

定期試験
Final Test

試験のフィードバックの方法

To be announced.

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
You should learn the necessary vocabulary ahead of the planned lesson so you are ready to go through the units. We will spend a lot of time going
over the content of the readings and their associated topics so you should build up your discussion skills. We will have special dedicated classes to
prepare for the tests. This is expected to take at least 1 hour for each class period.

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Teacher will provide materials. Students will help prepare materials as well. Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes
and online vocabulary learning
Soars, J and L. Soars, 2016. Headway pre-Intermediate 4th edition. Oxford University Press

オフィスアワー
The teacher does not have an office on campus, but will be available after class.

連絡先
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2022/4/18

単位数Active English II [b] 2単位

授業形態（副） ２演習

210A1-1000-o2
Sebastiano Alexandra

授業コード 20032 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1: Summer assignments, processing
2: GREAT MINDS: hidden talents, make and do
3: GREAT MINDS: educational models; can, have to, must
4: GREAT MINDS: giving advice; Nobel prizes
5: GREAT MINDS: best inventions. Interviews and Review Quiz.
6 : TRAVEL: transport vocabulary
7: TRAVEL: travel advice, verb patterns
8: TRAVEL: tourism, asking and giving directions
9: TRAVEL: Small group presentations
10: TRAVEL: Interview. Do you enjoy traveling to different countries? Review Quiz.
11: FITNESS: types of exercise, present perfect + for/since
12: FITNESS: the future of food? certainty v uncertainty
13: FITNESS: going to see the doctor, vocabulary prep
14: FITNESS: healthy habits. Review Quiz.
15: Semester Review, Examination
16: Final feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

3／5

1／2

2

Ongoing assessment: 10%

Projects: 40%

Exam: 10%

Reading 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can make a college level presentation in English before an audience, using
appropriate professional audio visual aids, such as PowerPoint,

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active Participation: 10%

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Students will attend 180 minutes of class per week conducted in English with an emphasis on developing speaking and listening skills and
fluency in English. Students will be expected to pass the tests for 75,000 words of graded readers on Mreader

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively demonstrate an increase in confidence in expressing themselves in
speaking, reading and writing English

Students can pass the tests to show the reading of at least 75,000 words in Mreader.org

Students can actively present their own thoughts about material via writing and discussion in
English

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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2022/4/18

Feedback will be give at the end of tests or the following week

定期試験
16. End of semester test

試験のフィードバックの方法

To be announced.

留意事項
Students will be expected to come well prepared, on time, play an active role in every lesson. This is an English-ONLY course that offers an
enjoyable and profitable basis for further studies in English.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students should learn the necessary vocabulary ahead of the planned lesson so you are ready to go through the units. We will spend a lot of time
going over the content of the readings and their associated topics so you should build up your discussion skills. We will have special dedicated
classes to prepare for the tests. Students will be expected to prepare for classes and do the assignments before class. Students may be asked to
write a group report.

必携書（教科書販売）
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 1 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition.ISBN: 9781292149332. Antonia Clare & JJ Wilson.

必携書（教科書販売以外）
Extra materials will be provided by the teacher or created by the students

オフィスアワー
The teacher does not have an office on campus, but will be available after class.

連絡先
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単位数Communicative English II [b] 1単位

授業形態（副） ２演習

210A1-1000-o1
Sebastiano Alexandra

授業コード 20034 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第１回： Review of Communicative I
第２回： Living history - present tenses
第３回： Living history (continued) -present continuous tenses
第４回： Girls and Boys - passives
第５回： Girls and boys (continued) relative clauses
第６回： Time for a story - past tenses
第７回： Time for a story (continued) past continuous tense
第８回： Mid-semester test
第９回： Our interactive world - ‘if’clauses
第10回： Our interactive world (continued) perfect tenses
第11回： Life's what you make it - Perfect continuous tense
第12回： Life's what you make it (continued) - conditionals
第13回： Just wondering ... used to
第14回： Just wondering ...(continued) tense review
第15回： Review and Speaking test

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class, and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class
as directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

This is the second of two Communicative English courses. This will build on what was learnt in
the first semester. The course will improve the learner’s ability to communicate successfully
in a variety of language and cultural contexts. Classes are conducted in English and will
primarily focus on the development of speaking and listening skills, communication strategies,
extensive reading and vocabulary building

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given at the end of tests or the following week.

定期試験
End of semester Test

試験のフィードバックの方法

To be announced.

留意事項
This class is in English and you should expect to do all the assignments and work as a group.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
You should learn the necessary vocabulary ahead of the planned lesson so you are ready to go through the units. We will spend a lot of time going
over the content of the readings and their associated topics so you should build up your discussion skills. We will have special dedicated classes to
prepare for the tests. This is expected to take 1 hour in addition to each class period.

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Teacher will provide materials. Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes and online vocabulary learning
Soars, J and L. Soars, 2016. Headway pre-Intermediate 4th edition. Oxford University Press.

オフィスアワー
The teacher does not have an office on campus, but will be available after class.

連絡先
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単位数Active English I [c] 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210A1-1000-o2
Kathryn Bowes

授業コード 20042 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week
1: Introductions
2: LIFE - free time, question forms
3: LIFE - relationships, past simple
4: LIFE - making conversation, conversation topics
5: LIFE - interviews: what do you look for in a friend? Review Quiz.
6: WORK - motivation, present and simple continuous
7: WORK - jobs, adverbs of frequency
8: WORK - types of work, expressing likes/dislikes
9: WORK - interviews: what do you do? Review Quiz
10: TIME OUT - planning outings, future plans
11: TIME OUT - places to visit; how people around the world enjoy 'hanging out'
12: TIME OUT - practice making phone calls
13: TIME OUT - interviews: what do you like doing in your free time? Review Quiz
14: Project preparation and review exercise assignment.
15: Checking review answers. Examination.
16: Final feedback and independent study assignments

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3／4

2／3／4

4／5

1／2／3／4

Homework Assignments: 15%

Review Quizzes: 15%

Presentations 10%

Examinations 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively present their own thoughts about material via writing and discussion in
English

Students can make a college-level presentation in English before an audience, using
appropriate professional audio-visual aids, such as Powerpoint

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active Participation: 30%

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Students will attend 180 minutes of class per week conducted in English with an emphasis on developing basic communication skills and
fluency in English.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively participate in a college-level conversation

Students can actively read a college-level text, engaging its primary purpose

Students can actively listen to a college-level presentation and take meaningful notes

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Checklists for presentations
Model answers for workbook and quizzes given
Written work will be corrected by the instructor

定期試験
Week 16: Written Examination and Feedback

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students are expected to come to class prepared. Work must be submitted according to schedule. If you do not complete or hand in work late, you will
receive penalty points.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Complete complementary workbook exercises for each classroom session as instructed
Complete tasks indicated in the LMS before each class
Up to ONE HOUR of review and preparation required.

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 1 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition. ISBN: 9781292149332. Antonia Clare & JJ Wilson.

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Monday (12.20-13.00), or by appointment

連絡先
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単位数Communicative English I [c] 1単位

授業形態（副）

210A1-1000-o1
Kathryn Bowes

授業コード 20044 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第１回： Class introductions, orientation　（授業の紹介, オリエンテーション）
第２回： Getting to know you – copula‘be’ verb　（繋動詞 ‘be’ の用法）
第３回： Getting to know you – copula ‘be’ in questions and negatives
　（疑問文と否定文における繋動詞 ‘be’）
第４回： Whatever makes you happy – developing adjectival sense　（形容詞の意味）
第５回： Whatever makes you happy – state verbs and adverbs of frequency
　（状態動詞と頻度を表す副詞）
第６回： What’s in the news? – perfect tenses　（完了時制）
第７回： What’s in the news? – perfect continuous tense　（完了進行時制）
第８回： Mid semester test　（前半のまとめと中間試験）
第９回： Eat, drink and be merry – countable and uncountable nouns　（可算名詞と不可算名詞）
第10回： Eat, drink and be merry – expressions of quantity　（数量を表す表現）
第11回： Looking forward – the future with ‘will’　（未来の表す‘will’）
第12回： Looking forward – the future with ‘going to’ and continuous forms
　（未来の表す‘be going to’と進行形）
第13回： The way I see it – gerunds and infinitives　（動名詞と不定詞）
第14回： The way I see it – complex sentence forms　（複雑な構文）
第15回： Review and Speaking test　（復習とスピーキングの試験）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class, and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class
as directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The course will improve the learner’s ability to communicate successfully in a variety of
language and cultural contexts. Classes are conducted in English and will primarily focus on
the development of speaking and listening skills, communication strategies, extensive reading

d b l  b ildi

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Checklists for presentations
Model answers for podcast and other multimedia work completed
Written work will be corrected by the instructor

定期試験
Final Test　（定期試験）

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students are expected to come well prepared, on time, and play an active role in every lesson. This is an English-ONLY course that offers an
enjoyable and profitable basis for further studies in English.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Bi weekly reading reports
Weekly Podcast preparation

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes and online vocabulary learning
Soars, J and L. Soars, 2016. Headway pre-Intermediate 4th edition. Oxford University Press

オフィスアワー
Mondays 12.20-13.00 or by appointment

連絡先
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単位数Active English II [c] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
Kathryn Bowes

授業コード 20052 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week/s
1: Summer assignments, processing
2: GREAT MINDS: hidden talents, make and do
3: GREAT MINDS: educational models; can, have to, must
4: GREAT MINDS: giving advice; Nobel prizes
5: GREAT MINDS: best inventions. Interviews and Review Quiz.
6: TRAVEL: transport vocabulary
7: TRAVEL: travel advice, verb patterns
8: TRAVEL: tourism, asking and giving directions
9: TRAVEL: Small group presentations
10: TRAVEL: Interview. Do you enjoy traveling to different countries? Review Quiz.
11: FITNESS: types of exercise, present perfect + for/since
12: FITNESS: the future of food? certainty v uncertainty
13: FITNESS: going to see the doctor, vocabulary prep
14: FITNESS: healthy habits. Review Quiz.
15: Semester Review, Examination
16: Final feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3／4

2／3／4

4／5

1／2／3／4

Homework Assignments: 15%

Review Quizzes: 15%

Presentations: 10%

Examinations: 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively present their own thoughts about material via writing and discussion in
English

Students can make a college-level presentation in English before an audience, using
appropriate professional audio-visual aids, such as Powerpoint

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active Participation: 30%

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Students will attend 180 minutes of class per week conducted in English with an emphasis on developing basic communication skills and
fluency in English.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively participate in a college-level conversation

Students can actively read a college-level text, engaging its primary purpose

Students can actively listen to a college-level presentation and take meaningful notes

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Checklists for presentations
Model answers for workbook and quizzes given
Written work will be corrected by the instructor

定期試験
Week 16: Written Examination and Feedback

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students are expected to come to class prepared. Work must be submitted according to schedule. If you do not complete, or hand in work late, you will
receive penalty points.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Complete complementary workbook exercises for each classroom session as instructed
Complete tasks indicated in the Edmodo LMS before each class
Up to ONE HOUR of review and preparation required.

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 1 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition.ISBN: 9781292149332. Antonia Clare & JJ Wilson.

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Monday (12.20-13.00), or by appointment

連絡先
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単位数Communicative English II [c] 1単位

授業形態（副）

210A1-1000-o1
Kathryn Bowes

授業コード 20054 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第１回： Review of Communicative English I　（Communicative English I　の復習）
第２回： Living history – Present tenses　（現在時制）
第３回： Living history　(continued) – present continuous tenses　（現在進行時制）
第４回： Girls and boys – Passives　（受動態）
第５回： Girls and boys (continued) relative clauses　（関係節）
第６回： Time for a story – past tenses　（過去時制）
第７回： Time for a story b(continued) past continuous tense　（過去進行時制）
第８回： Mid-semester test　（前半のまとめと中間試験）
第９回： Our Interactive world – ‘If’ clauses　（‘If’節）
第10回： Our Interactive world (continued) Perfect tenses　（完了時制）
第11回： Life’s what you make it – Perfect continuous tense　（完了進行時制）
第12回： Life’s what you make it (continued) – conditionals　（条件文）
第13回： Just wondering … used to　 （used to　構文）
第14回： Just wondering …(continued) tense review　（時制の復習）
第15回： Review and speaking test　（まとめとスピーキングの試験）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class, and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class
as directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

This is the second of two Communicative English courses. This will build on what was learnt in
the first semester. The course will improve the learner’s ability to communicate successfully
in a variety of language and cultural contexts. Classes are conducted in English and will
primarily focus on the development of speaking and listening skills, communication strategies,
extensive reading and vocabulary building

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Checklists for presentations
Model answers for podcast and other multimedia work completed
Written work will be corrected by the instructor

定期試験
End of semester test　（定期試験）

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students are expected to come to class prepared. Work must be submitted according to schedule. If you do not complete or hand in work late you will
receive penalty points.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Bi weekly reading reports
Podcast preparation

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes and online vocabulary learning
Soars, J and L. Soars, 2016. Headway pre-Intermediate 4th edition. Oxford University Press

オフィスアワー
Monday (12.20-13.00), or by appointment

連絡先
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単位数Active English I [d] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
Raphael Hawkins

授業コード 20062 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1. Introductions, making friends
 
 2. LIFE: free time, question forms
 
 3. LIFE: relationships, past simple
 
 4. LIFE: making conversations, conversation topics
 
 5. LIFE: interviews, what do you look for in a friend? Review Quiz
 
 6. WORK: motivation, present and simple continuous
 
 7. WORK: jobs, adverbs of frequency
 
 8. WORK: types of work, expressing likes/ dislikes
 
 9. WORK: interviews, what do you do? Review Quiz
 
10. TIME OUT: planning outings, future plans

11. TIME OUT: places to visit; how people around the world enjoy "hanging out"
 
12. TIME OUT: practice making phone calls
 
13. TIME OUT: interviews; what do you like doing in your free-time? Review Quiz
 
14. Project preparation and review exercise assignment

15. Checking review answers. Examination

16. Final feedback and independent study assignments

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／4／5

1／2／3／4／5

Homework: 30%

Projects and presentations: 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力

Students can actively present their own thoughts and ideas about
the material via writing and discussion in English.

Students can make a college-level presentation in English before
an audience, using appropriate professional audio-visual aids,
such as PowerPoint.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation & manners: 40%

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Students will attend 180 minutes of class per week conducted in English with an emphasis on developing speaking and listening skills and
fluency in English.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能

Students can actively participate in a college-level English conversation.

Students can actively read a college-level English text, engaging its
primary points.

Students can actively listen to a college-level English presentation,
taking notes in English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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Students will receive feedback by the professor on an ongoing, weekly basis in consultation.
Feedback on the final project by the professor will occur after the project has been completed.

定期試験
Final Projects

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students will be expected to come well prepared, on time, and play an active role in every lesson.
The discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged
by participating in group discussions, taking notes, asking questions, and making presentations.

Class activities depend upon students being prepared, so students need to do their reading and
prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find out what assignments
are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
2nd edition of the Speakout, Pre-Intermediate Flexi Course Book 1

必携書（教科書販売以外）
Teacher will provide materials.

オフィスアワー
Office hours: after each class, via email.

連絡先
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単位数Communicative English I [d] 1単位

授業形態（副）

210A1-1000-o1
Raphael Hawkins

授業コード 20064 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
第１回： Class introductions, orientation

第２回： Getting to know you – copula ‘be’ verb

第３回： Getting to know you – copula ‘be’ in questions and negatives

第４回： Whatever makes you happy – developing adjectival sense

第５回： Whatever makes you happy – state verbs and adverbs of frequency

第６回： What’s in the news? – perfect tenses

第７回： What’s in the news? – perfect continuous tense
 
第８回： Mid semester test
 
第９回： Eat, drink and be merry – countable and uncountable nouns
　
第10回： Eat, drink and be merry – expressions of quantity

第11回： Looking forward – the future with ‘will’
 
第12回： Looking forward – the future with ‘going to’ and continuous forms
　
第13回： The way I see it – gerunds and infinitives
 
第14回： The way I see it – complex sentence forms
 
第15回： Review and Speaking test

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Students will be assessed in several ways. Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class, and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class
as directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The course will improve the learner's ability to communicate successfully in a variety of
language and cultural contexts. Classes are conducted in English and will primarily focus on
the development of speaking and listening skills, communication strategies, extensive reading

d b l  b ildi

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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定期試験
第16回： Final Test

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students will be expected to come well prepared, on time, and play an active role in every lesson. The lectures and assignments will all be in
English. Class activities depend upon students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If
absent, students are responsible to find out what assignments are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes and online vocabulary learning.
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
2nd edition of the Speakout, Pre-Intermediate Flexi Course Book 1

必携書（教科書販売以外）
Teacher will provide materials.

オフィスアワー
Office hours: after each class, via email.

連絡先
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単位数Active English II [d] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
Raphael Hawkins

授業コード 20072 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1. Welcome back, Summer assignments, processing

 2. GREAT MINDS: Hidden talents, make and do
 
 3. GREAT MINDS: educational models; can, have to, must
 
 4. GREAT MINDS: giving advice; Nobel prizes
 
 5. GREAT MINDS: best inventions. Interviews and Review quiz
 
 6. TRAVEL: transport vocabulary
 
 7. TRAVEL: travel advice, verb patterns
 
 8. TRAVEL: tourism, asking and giving directions
 
 9. TRAVEL: small group presentations
 
10. TRAVEL: interview. Do you enjoy traveling to different countries? Review Quiz.
 
11. FITNESS: types of exercise, present perfect + for/ since
 
12. FITNESS: the future of food? certainty verses uncertainty
 
13. FITNESS: going to see the doctor, vocabulary prep.
 
14. FITNESS: healthy habits. Review Quiz
 
15. Semester Review, Examination
 
16. Final Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／4／5

1／2／3／4／5

Homework: 30%

Projects and presentations: 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力

Students can actively present their own thoughts and ideas about
the material via writing and discussion in English.

Students can make a college-level presentation in English before
an audience, using appropriate professional audio-visual aids,
such as PowerPoint.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation & manners: 40%

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Students will attend 180 minutes of class per week conducted in English with an emphasis on developing speaking and listening skills and
fluency in English.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能

Students can actively participate in a college-level English conversation.

Students can actively read a college-level English text, engaging its
primary points.

Students can actively listen to a college-level English presentation,
taking notes in English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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Students will receive feedback by the professor on an ongoing, weekly basis in consultation.
Feedback on the final project by the professor will occur after the project has been completed.

定期試験
Final Project

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students will be expected to come well prepared, on time, and play an active role in every lesson.
The discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged
by participating in group discussions, taking notes, asking questions, and making presentations.

Class activities depend upon students being prepared, so students need to do their reading and
prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find out what assignments
are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
2nd edition of the Speakout, Pre-Intermediate Flexi Course Book 1

必携書（教科書販売以外）
Teacher will provide materials.

オフィスアワー
Office hours: after each class, via email.

連絡先
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単位数Communicative English II [d] 1単位

授業形態（副）

210A1-1000-o1
Raphael Hawkins

授業コード 20074 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
第１回： Review of Communicative English I
 
第２回： Living history – Present tenses
 
第３回： Living history　(continued) – present continuous tenses
 
第４回： Girls and boys – Passives

第５回： Girls and boys (continued) relative clauses
 
第６回： Time for a story – past tenses
　
第７回： Time for a story b(continued) past continuous tense
 
第８回： Mid-semester test
　
第９回： Our Interactive world – ‘If’ clauses
 
第10回： Our Interactive world (continued) Perfect tenses
 
第11回： Life’s what you make it – Perfect continuous tense
 
第12回： Life’s what you make it (continued) – conditionals
 
第13回： Just wondering … used to
 
第14回： Just wondering …(continued) tense review
 
第15回： Review and speaking test

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class, and conduct themselves in English. Students should do the assigned
homework and prepare for each class as directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

This is the second of two Communicative English courses. This will build on what was learnt in
the first semester. The course will improve the learner’s
ability to communicate successfully in a variety of language and cultural contexts. Classes
are conducted in English and will primarily focus on the development of speaking and listening
skills, communication strategies,
extensive reading and vocabulary building.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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定期試験
第16回： End of semester test

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students will be expected to come well prepared, on time, and play an active role in every lesson. The lectures and assignments will all be in
English. Class activities depend upon students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If
absent, students are responsible to find out what assignments are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes and online vocabulary learning.
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
2nd edition of the Speakout, Pre-Intermediate Flexi Course Book 1

必携書（教科書販売以外）
Teacher will provide materials.

オフィスアワー
office hours: after each class, via email.

連絡先
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単位数Active English I [e] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
Thomas Fast

授業コード 20082 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
This is a rough schedule and may change depending on class progress and circumstances. A more detailed list of assignments will be given to students
on the first day of class.

Week 1. Unit 1: Intro conversation
Week 2. Unit 1: Reading Lesson
Week 3. Unit 1: Listening Lesson
Week 4. Unit 2: Intro conversation
Week 5. Unit 2: Reading Lesson
Week 6. Unit 2: Listening Lesson
Week 7. Unit 3: Intro conversation
Week 8. Unit 3: Reading Lesson
Week 9. Unit 3: Listening Lesson
Week 10. Unit 4: Intro conversation
Week 12. Unit 4: Reading Lesson
Week 13. Unit 4: Listening Lesson
Week 14. Unit 5: Intro conversation
Week 15. Unit 5: Reading Lesson
Week 16. Unit 5: Listening Lesson

No

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／3／4／5

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

40% Class Projects

20% Vocabulary

20% Participation

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively present their own thoughts about material via writing and discussion in
English

Students can make a college-level presentation in English before an audience, using
appropriate professional audio-visual aids, such as Powerpoint

2／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

20% Exam

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Communication strategies, vocabulary and grammar will also be covered on a regular basis.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

知識・技能

Students can actively participate in a college-level conversation

Students can actively read a college-level text, engaging its primary purpose

Students can actively listen to a college-level presentation and take meaningful notes

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided after each project and after the exam on Week 16

定期試験
Week 16. Final Exam

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students are expected to come to every class prepared and to actively participate in class. There is a self-study component to this course.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Review assignments for the day's class and preview assignments for the next class will be given at the end of each class.

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
21st Century Reading，Robin Longshaw & Laurie Blass，National Geographic Learning

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Office hours will be announced in class. Students may speak with me before or after any class as well as ask questions by e-mail at any time.

連絡先
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単位数Communicative English I [e] 1単位

授業形態（副）

210A1-1000-o1
Thomas Fast

授業コード 20084 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第１回： Class introductions, orientation
第２回： Getting to know you – copula ‘be’ verb
第３回： Getting to know you – copula ‘be’ in questions and negatives
第４回： Whatever makes you happy – developing adjectival sense
第５回： Whatever makes you happy – state verbs and adverbs of frequency
第６回： What’s in the news? – perfect tenses
第７回： What’s in the news? – perfect continuous tense
第８回： Mid semester test
第９回： Eat, drink and be merry – countable and uncountable nouns
第10回： Eat, drink and be merry – expressions of quantity
第11回： Looking forward – the future with ‘will’
第12回： Looking forward – the future with ‘going to’ and continuous forms
第13回： The way I see it – gerunds and infinitives
第14回： The way I see it – complex sentence forms
第15回： Review and Speaking test

No

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class, and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class
as directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The course will improve the learner’s ability to communicate successfully in a variety of
language and cultural contexts. Classes are conducted in English and will primarily focus on
the development of speaking and listening skills, communication strategies, extensive reading

d b l  b ildi

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given at the end of tests or the following week

定期試験
Final Test

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
You should learn the necessary vocabulary ahead of the planned lesson so you are ready to go through the units. We will spend a lot of time going
over the content of the readings and their associated topics so you should build up your discussion skills. We will have special dedicated classes to
prepare for the tests. This is expected to take at least 1 hour for each class period.

必携書（教科書販売）
None

必携書（教科書販売以外）
Teacher will provide materials. Students will help prepare materials as well. Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes
and online vocabulary learning
Soars, J and L. Soars, 2016. Headway pre-Intermediate 4th edition. Oxford University Press

オフィスアワー
Office hours will be announced in class. Students may speak with me before or after any class as well as ask questions
by e-mail at any time.

連絡先
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単位数Active English II [e] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
Thomas Fast

授業コード 20092 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1. Unit 6: Intro conversation
Week 2. Unit 6: Reading Lesson
Week 3. Unit 6: Listening Lesson
Week 4. Unit 7: Intro conversation
Week 5. Unit 7: Reading Lesson
Week 6. Unit 7: Listening Lesson
Week 7. Unit 8: Intro conversation
Week 8. Unit 8: Reading Lesson
Week 9. Unit 8: Listening Lesson
Week 10. Unit 9: Intro conversation
Week 12. Unit 9: Reading Lesson
Week 13. Unit 9: Listening Lesson
Week 14. Unit 10: Intro conversation
Week 15. Unit 10: Reading Lesson
Week 16. Unit 10: Listening Lesson

No

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／3／4／5

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

40% Class Projects

20% Vocabulary

20% Participation

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can actively present their own thoughts about material via writing and discussion in
English

Students can make a college-level presentation in English before an audience, using
appropriate professional audio-visual aids, such as Powerpoint

2／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

20% Unit Quiz

Active English is one of two English Communication classes for first year English majors. The aim of this course is to improve your ability to
communicate successfully in English in a variety of language and cultural situations, including writing reports, making presentations in English,
developing time management and studying skills and so forth. Classes are conducted in English and will focus on the development of speaking,
listening, reading and writing skills and through them, fluency in English. This course offers an enjoyable and profitable basis for further studies
in English. Communication strategies, vocabulary and grammar will also be covered on a regular basis.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

知識・技能

Students can actively participate in a college-level conversation

Students can actively read a college-level text, engaging its primary purpose

Students can actively listen to a college-level presentation and take meaningful notes

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided after each project and after the exam on Week 16

定期試験
Week 16. Final Exam

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students are expected to come to every class prepared and to actively participate in class. There is a self-study component to this course.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Review assignments for the day's class and preview assignments for the next class will be given at the end of each class.

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
21st Century Reading，Robin Longshaw & Laurie Blass，National Geographic Learning

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Office hours will be announced in class. Students may speak with me before or after any class as well as ask questions by e-mail at any time.

連絡先
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単位数Communicative English II [e] 1単位

授業形態（副）

210A1-1000-o1
Thomas Fast

授業コード 20094 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第１回： Review of Communicative I
第２回： Living history - present tenses
第３回： Living history (continued) - present continuous tenses
第４回： Girls and Boys - passives
第５回： Girls and Boys - (continued) relative clauses
第６回： Time for a story - past tenses
第７回： Time for a sotry (continued) past continuous tense
第８回： Mid semester test
第９回： Our interactive world - 'if' clauses
第10回： Our interactive world (continued) perfect tenses
第11回： Life's what you make it - Perfect continuous tense
第12回： Life's what you make it (continued) - conditionals
第13回： Just wondering... used to
第14回： Just wondering...(continued) tense review
第15回： Review and Speaking test

No

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Successful completion of assignments and homework 40%

Final test 40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation accounts for 20%

Students are expected to attend every class, and conduct themselves in English. Students should do the assigned homework and prepare for each class
as directed by the teachers.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

This is the second of two communicative English courses. This will build on what what was
learnt in the first semester. The course will improve the learner’s ability to communicate
successfully in a variety of language and cultural contexts. Classes are conducted in English
and will primarily focus on the development of speaking and listening skills, communication
strategies, extensive reading and vocabulary building.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given at the end of tests or the following week.

定期試験
Final Test

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
You should learn the necessary vocabulary ahead of the planned lesson so you are ready to go through the units. We will spend a lot of time going
over the content of the readings and their associated topics so you should build up your discussion skills. We will have special dedicated classes to
prepare for the tests. This is expected to take at least 1 hour for each class period.

必携書（教科書販売）
None

必携書（教科書販売以外）
Teacher will provide materials. Students will help prepare materials as well. Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes
and online vocabulary learning
Soars, J and L. Soars, 2016. Headway pre-Intermediate 4th edition. Oxford University Press

オフィスアワー
Office hours will be announced in class. Students may speak with me before or after any class as well as ask questions by e-mail at any time.

連絡先
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単位数英文法Ｉ 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
伊藤　豊美

授業コード 20100 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
県立高等学校教諭15年間の経験並びに教育委員会における指導主事としての経験から、文法はコミュニケーションを支えるものであることを踏まえ、文法の必要性や
有用性を実感させた上で、当該文法事項の規則性や構造などについて気付きを促す。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1 英文法を学ぶ意義
2 文とは何か
3 基本5文型とその発展
4 名詞句の構造
5 動詞句の構造（動詞型）
6 冠詞（定・不定）
7 文構造（中間試験）
8 修飾Ⅰ（形容詞的修飾）
9 修飾Ⅱ（副詞的修飾）
10 新しい英文法のとらえ方（ハートで感じる英文法）
11 前置詞と前置詞句
12 時制と相
13 洋画から学ぶ英文法
14 法の概念
15 法助動詞と仮定法

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

中間試験　　　　　　40％

期末試験　　　　　　40％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

講義への取り組み度　20％

　英文法に関して、より高度な内容を解説し、練習問題を通して学習する。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

英語を専攻する学生として、英文法に関する専門的な知見を持ち、よりよい発話行為や英文解釈及び英作
文の手助けとなるような実践的能力を養うことができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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後日、解答掲示。

定期試験
定期試験

試験のフィードバックの方法

itoh@post.ndsu.ac.jp

留意事項
十分な予習を前提に授業を実施する。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）授業予定に従って、Exerciseの演習問題を事前に解答して授業に出席すること。（約５０分）
（復習）授業の内容を中心に復習し、特に焦点化した文法項目について説明できるようにしておくこと。（約５０分）

必携書（教科書販売）
新大学英文法，石黒昭博・赤楚治之・北林利治・山内信幸，金星堂
マーフィーのケンブリッジ英文法（中級編） 自学自修用解答付き，Raymond Murphy 　（渡辺雅仁　訳），Cambridge Univesity Press

必携書（教科書販売以外）
＜参考書＞
　英文法総覧　安井　稔　開拓社

オフィスアワー
質問等は随時受け付ける。

連絡先
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単位数英文法ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
小橋　雅彦

授業コード 20120 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
中学校・高等学校において英語教育に携わっていた経験から，中等教育における英語学習上の課題を具体的に把握しており，高等教育における英語指導においてもそ
の経験を十分に活かすことができる。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１　情報構造 （新情報と旧情報，情報構造の諸相）
２　情報構造（情報構造と「文末焦点」原則）
３　語順（主題となる要素の文頭への移動，重要な情報の文末への移動）
４　語順（主題となる要素の文頭への移動と重要な情報の文末への移動の混淆）
５　前提と焦点（音調による方法，語順による方法，強調の語句を用いる方法）
６　前提と焦点（特別の構文を用いる方法，焦点と否定）
７　代用と省略（復元可能性，代用）
８　代用と省略（省略，中間試験）
９　文の連結（従位と等位，情報構造と従位・等位，注意すべき主従関係）
10 文の連結（関係節と文の連結，分詞構文）
11 話法（時制の一致，話法の転換，描出話法）
12　文体と丁寧表現（書き言葉と話し言葉，形式ばった言い方と形式ばらない言い方，丁寧
 な言い方と打ち解けた言い方）
13　さまざまな発話の機能（命令，依頼，許可，提案，忠告）
14　英語特有の構文（名詞的な構文，無生物主語の構文）
15　意味と文法（選択制限，曖昧性）

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

中間試験　40％

期末試験　40％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

講義への取り組み度　20％

英文法に関して、より高度な事項を解説し、練習問題を通して学習する。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

　英語を専攻する学生として、英文法に関する専門的な知見を持ち、よりよい英文解釈や英作文の手助け
になるような能力を養う。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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中間試験については授業で答案を返却し，解説・講評を行う。
期末試験については，解答を掲示する。

定期試験
中間試験，期末試験

試験のフィードバックの方法

mkobashi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
再履修者は４月に「マーフィーのケンブリッジ英文法　中級編」を購入しておくこと。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）授業予定に従って，Exerciseの演習問題を事前に解答して授業に出席すること。（約50分）
（復習）授業中に配付したプリントを中心に復習し，特に焦点化した文法項目について説明できるようにしておくこと。（約50分）

必携書（教科書販売）
教科書はⅠ期と同じものの後半を使用する。
「マーフィーのケンブリッジ英文法（中級編）」も引き続き利用する。

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
新大学英文法、石黒昭博・赤楚治之・北林利治・山内信幸、金星堂
マーフィーのケンブリッジ英文法（中級編）自学自修用解答付き、Raymond　Murphy　（渡辺雅仁　訳）
Cambridge Univesity Press

＜参考書＞
Practical English Usage Fourth Edition, 2016, ISBN978-0-19-420243-5, Michael Swan, Oxford University Press

オフィスアワー
オフィスアワー：　質問は随時受け付ける。

連絡先
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単位数英語講読Ｉ [a] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
松井　かや

授業コード 20140 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. アカデミックスキル1：講義の聴き方とノートの取り方（木津・松井）
2. Saki, "The Open Window" ① この授業について／作家・作品に関する情報（松井）
3. “The Open Window” ② 背景知識（松井）
4. “The Open Window” ③ 登場人物（松井）
5. “The Open Window” ④ 構造・テーマ（松井）
6. Edgar Allan Poe, "The Tell-Tale Heart" ① 作家・作品に関する情報（松井）
7. “The Tell-Tale Heart” ② 視点（松井）
8. “The Tell-Tale Heart” ③ 象徴（松井）
9. “The Tell-Tale Heart” ④ テーマ・解釈（松井）
10. まとめ、中間テストまたは課題（松井）
11. Culture and Identity（松井）
12. Hidden Culture（松井）
13. Stereotypes（松井）
14. Words, Words, Words（松井）
15. Communication Without Words（松井）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

3／4

1／2／4

小テスト　30%

自主学習（Puffin Books） 10%

試験または最終課題　40%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生としての学びの基礎を理解し、実践できる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20%

　本授業は、英語英文学科の専門科目において必要となる英語のリーディング力を修得し、「英米文学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に向け
た基礎を形作ることを目指す。１５回の授業のうち、９回は短編小説を精読、その後、５回に渡って異文化間コミュニケーションに関する英文を精読する。第1回目の
み、アカデミック・スキルに関する演習を行う。また、本授業の読み物に加えて、Puffin Books を活用し、授業時間外にも自主学習を行う。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じてmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16. 試験、または最終課題提出

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
*アカデミック・スキルの授業は1年生全員に向けて行われます。Puffin Books を用いた自主学習についても同じ授業の中で説明があります。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）短編小説（第1回、第3〜10回）については、教科書の指定された範囲を読み、和訳・音読をする（1.5時間）。
（予習）異文化間コミュニケーションの英文（第11〜15回）については、教科書を読み、ワークシートの問題に答えておく（1.5時間）。
（復習）その回について、授業で理解した内容を確認する（30分）。
（その他）Puffin Books を用いて自主学習を行う。

必携書（教科書販売）
Minimystery Models, 金星堂
Different Realities: Adventures in Intercultural Communication， ジョセフ・ショールズ, 南雲堂

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数英語講読Ｉ [b] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
赤松　佳子

授業コード 20150 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１    アカデミック・スキル１ ——講義の聞き方とノートの取り方　（木津・松井）

２    Morley Callaghan,  "All the Years of Her Life"  (1) カナダ文学史の中の作者と本作品（赤松）
３    Morley Callaghan,  "All the Years of Her Life"  (2) 時代・設定・文化（赤松）
４    Morley Callaghan,  "All the Years of Her Life"  (3) 作中人物とその心理描写（赤松）
５    Morley Callaghan,  "All the Years of Her Life"  (4)  転機と主題（赤松）
６    L.M. Montgomery, "Penelope's Party Waist"  (1)カナダ文学史の中の作者と本作品（赤松）
７    L.M. Montgomery, "Penelope's Party Waist" (2)時代・設定・文化（赤松）
８    L.M. Montgomery, "Penelope's Party Waist" (3)視点（赤松）
９    L.M. Montgomery, "Penelope's Party Waist" (4)転機と主題（赤松）
10    まとめ、中間テストまたは課題（赤松）

11    Culture and Identity（赤松）
12    Hidden Culture（赤松）
13    Stereotypes（赤松）
14    Words, Words, Words（赤松）
15    Communication Without Words（赤松）

＊進行状態によって内容が変わる場合もある。

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

3／4

1／2／4

小テスト 30%

自主学習（Puffin Books） 10%

試験または最終課題 40%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生としての学びの基礎を理解し、実践できる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

平常点（受講態度、予習、授業での発言） 20%

　本授業は、英語英文学科の専門科目において必要となる英語のリーディング力を修得し、「英米文学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に向け
た基礎を形作ることを目指す。15回の授業のうち、9回は短編小説を精読、その後、5回に渡って異文化間コミュニケーションに関する英文を精読する。第1回目のみ、
アカデミック・スキルに関する演習を行う。また、本授業の読み物に加えて、Puffin Books を活用し、授業時間外にも自主学習を行う。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力

47 / 324



2022/4/18

必要に応じてmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16　試験、または最終課題提出

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. アカデミック・スキルの授業は1年生全員に向けて行われる。Puffin Books を用いた自主学習についても同じ授業の中で説明がある。
2. 紙の英和辞典を活用すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）短編小説（第1回、第3〜10回）については、分からない語彙の意味を調べ、文法に留意しながら和訳・音読をしておく（1.5時間）。
（予習）異文化間コミュニケーションの英文（第11〜15回）については、CDを聴きながら教科書を読み、ワークシートの問題に答えておく（1.5時間）。
（復習）授業内容について、重要点を確認しておく。（30分）
（その他）、Puffin Books を用いて自主学習を行う。

必携書（教科書販売）
Shaules, Joseph, and Juri Abe.  Different Realities.  Nan'un-do.  ISBN 978-4-523-17565-0

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
　上記の必携書以外は、プリント配付。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数英語講読Ｉ [c] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
新野　緑

授業コード 20160 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. アカデミックスキル１：講義の聞き方とノートの取り方（木津・松井）
2. H.G. Wells, “The Door in the Wall” (1):　授業の進め方説明及び作家紹介　Section I（新野）
3. H.G. Wells, “The Door in the Wall” (2)：語りの形 Section I（新野）
4. H.G. Wells, “The Door in the Wall” (3)：楽園としての庭 Section I（新野）
5. H.G. Wells, “The Door in the Wall” (4)：過酷な現実Section II（新野）
6. H.G. Wells, “The Door in the Wall” (5)：夢と現実 Section III（新野）
7. H.G. Wells, “The Door in the Wall” (6)：結末の意味 Section IV（新野）
8. H.G. Wells, “The Door in the Wall” (7)：「壁の扉」とは何か？（クラス・ディスカッション）（新野）
9. John Steinbeck, “The Breakfast” (1): 作家紹介及び情景描写の意味（新野）
10. John Steinbeck, “The Breakfast” (2): 物語のトーンとは？（クラス・ディスカッション）（新野）
11. Culture and Identity（新野）
12. Hidden Culture（新野）
13. Stereotype（新野）
14. Words, Words, Words（新野）
15. Communication Without Words. （新野）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

3／4

1／2／4

小テスト　　　　　　３０％

自主学習（Puffin Books)　　１０％

試験または最終課題　４０％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生としての学びの基礎を理解し、実践できる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　　２０％

　本授業は、英語英文学科の専門科目において必要とする英語リーディング力を習得し、「英米文学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に向けた
基礎を形作ることを目指す。15回の授業のうち、9回は短編小説を精読、その後5回に渡って異文化間コミュニケーションに関する英文を精読する。第1回目のみ、アカ
デミック・スキルに関する演習を行う。また、本授業の読み物に加えて、Puffin Booksを活用し、授業時間外にも自主学習を行う。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じてmanabaを通じてフィードバックを行う。

定期試験
16回目に試験または最終レポート

試験のフィードバックの方法

niino_midori@m.ndsu.ac.jp

留意事項
　アカデミック・スキルの授業は1年生全員に向けて行われる。Puffin Booksを用いた自主学習についても同じ授業の中で説明する。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）異文化間コミュニケーションの英文については、教科書を読み、ワークシートの問題に答えておく。短編小説については、単語やイディオムを辞書で調べ、
ワークシートの問題に答えておくこと（６０分）
（復習）授業内容について復習し、英語表現や内容を確認しておく（３０分）
（その他）Puffin Booksを用いて自主学習を行う。

必携書（教科書販売）
ジョセフ・ショールズ、阿部珠理 Different Realities: Adventures in Intercultural Communication. 南雲堂、2007. ISBN 978-4-523-17565-0

必携書（教科書販売以外）
上記以外の必携書である短編小説はプリントを配布する

オフィスアワー
随時。メール等で質問や相談を受け付ける。対面での相談を希望する場合は、事前にメールで予約をしてください。

連絡先
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単位数英語講読Ｉ [d] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
松井　かや

授業コード 20170 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. アカデミック・スキル2*：レポートの書き方（坂口・赤松）
2. Diversity（松井）
3. Perception（松井）
4. Communication Styles (1)（松井）
5. Communication Styles (2)（松井）
6. Values（松井）
7. Ursula Le Guin, “The Wife's Story” ① 作者の情報（松井）
8. “The Wife's Story” ② 登場人物（松井）
9. “The Wife's Story” ③ 語り手と視点（松井）
10. “The Wife's Story” ④ 解釈（松井）
11. Kate Chopin, “The Story of an Hour” ① 作者の情報・時代背景（松井）
12. “The Story of an Hour” ② 心理描写（松井）
14. “The Story of an Hour” ③ 解釈（松井）
15. まとめ（松井）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

3

1／2

小テスト　30%

ブックレポート 10%

試験または最終課題　40％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20%

本授業は、英語英文学科の専門科目において必要となる英語のリーディング力を修得し、「英米文学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に向けた
基礎を形作ることを目指す。15回の授業のうち、5回は異文化コミュニケーションに関する英文を精読、その後9回に渡って短篇小説を精読する。第1回目のみ、アカデ
ミック・スキルに関する演習を行う。本授業で扱う読み物に加えて、英語で書かれた図書を学期中に読み、アカデミック・スキルの講義を元にブックレポートの執筆
をすることで、大学のレポートの書き方の基礎を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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課題提出後、必要に応じて解説等を行う。

定期試験
16.　試験、または課題提出

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
アカデミック・スキルの授業は1年生全員に向けて行われます。ブックレポートの課題についても同じ授業の中で説明します。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）異文化間コミュニケーションの英文（第2〜6回）については、教科書を読み、ワークシートの問題に答えておく（1.5時間）。
（予習）短編小説（第7〜15回）については、教科書の指定された範囲を読み、和訳・音読をする（1.5時間）。
（復習）その回について、授業で理解した内容を確認する（30分）。
（その他）自主学習として英文の書籍を読む。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
短篇についてはプリントを配布します。
Different Realities: Adventures in Intercultural Communication （第1期に使用したものと同じです。新たに購入する必要はありません）

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数英語講読Ｉ [e] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
赤松　佳子

授業コード 20180 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１    アカデミック・スキル2——レポートの書き方（坂口・赤松）
２    Diversity （赤松）
３    Perception（赤松）
４    Communication Style (1)（赤松）
５    Communication Style (2) （赤松）
６     Values （赤松）
７    Thomas H. Raddall, "The Wedding Gift" (1) カナダ文学史の中の作者（赤松）
８    Thomas H. Raddall, "The Wedding Gift" (2) 時代・設定（赤松）
９    Thomas H. Raddall, "The Wedding Gift" (3) 作中人物（赤松）
10    Thomas H. Raddall, "The Wedding Gift" (4) 転機と主題 （赤松）
11　Thomas H. Raddall, "The Wedding Gift" (5) 文化 （赤松）
12　Thomas H. Raddall, "The Wedding Gift" (6) イメジャリー（赤松）
13　Thomas H. Raddall, "The Wedding Gift" (7) アイロニー（赤松）
14　Thomas H. Raddall, "The Wedding Gift" (8) 語り手（赤松）
15　まとめ（赤松）

＊進行状態によって内容が変わる場合もある。

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

3

1／2

小テスト 30%

ブックレポート 10%

試験または最終課題 40%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

平常点（受講態度、予習、授業での発言） 20%

　本授業は、英語英文学科の専門科目において必要とする英語リーディング力を修得し、「英米文学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に向けた
基礎を形作ることを目指す。15回の授業のうち、5回は異文化コミュニケーションに関する文章を読み、その後、9回にわたって短編小説の講読を行う。第1回目のみ、
アカデミック・スキルに関する演習を行う。本授業で扱う読み物に加えて、英語で書かれた図書を学期中に読み、アカデミック・スキルの講義をもとにブックレポー
トの執筆をすることで、大学のレポートの書き方の基礎を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じてmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16　試験、または最終課題提出

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. アカデミック・スキルの授業は1年生全員に向けて行われる。その中で、ブックレポートの課題についても説明する。
2. 紙の英和辞典を活用すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）異文化間コミュニケーションの英文（第2〜6回）については、CDを聴きながら教科書を読み、ワークシートの問題に答えておく。（1.5時間）
（予習）短編小説（第7〜15回）については、分からない語彙の意味を調べ、文法に留意しながら和訳・音読をしておくこと。（1.5時間）
（復習）授業内容について、重要点を確認しておく。（30分）
（その他）自主学習として、英文の書籍を読む。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
　Shaules, Joseph, and Juri Abe.  Different Realities.  Nan'un-do.  ISBN 978-4-523-17565-0　（第1期に使用したものと同じものを使用する。新たに購入する
必要はない。）
　上記の必携書以外はプリント配付。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数英語講読Ｉ [f] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
新野　緑

授業コード 20190 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１.	アカデミック・スキル２：レポートの書き方（坂口・赤松）
２.	Diversity(新野)
３.	Perception(新野)
４.	Communication Styles(1)(新野)
５.	Communication Styles(2)(新野)
６.	Values(新野)
７.	William Faulkner, “A Rose for Emily”(1): 作家紹介及びアメリカ南部の歴史　Section I（新野）
８.	William Faulkner, “A Rose for Emily”(2)：謎の臭い　Section II（新野）
９.	William Faulkner, “A Rose for Emily”(3)：毒薬　Section III（新野）
10.   William Faulkner, “A Rose for Emily”(4)：町の噂　Section IV（新野）
11.　William Faulkner, “A Rose for Emily”(5)：結末の意味（クラスディスカッション）　SectionV（新野）
12.　Muriel Spark, “The House of the Famous Poet”(1)：作家紹介及び時代背景　（新野）
13.　Muriel Spark, “The House of the Famous Poet”(2)：Kings Crossの家（新野）
14.　Muriel Spark, “The House of the Famous Poet”(3)：家の変貌（新野）
15.   Muriel Spark, “The House of the Famous Poet”(4)：結末の意味（クラスディスカッション）（新野）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

3

1／2

小テスト　　　　　　３０％

ブックレポート　　　１０％

試験または最終課題　４０％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　　２０％

　本授業は、英語英文学科の専門科目において必要とする英語リーディング力を習得し、「英米文学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に向けた
基礎を形作ることを目指す。15回の授業のうち、5回は異文化間コミュニケーションに関する英文を精読、その後９回に渡って短編小説を精読する。第１回目のみ、ア
カデミック・スキルに関する演習を行う。本授業で扱う読み物に加えて、英語で書かれた図書を学期中に読み、アカデミック・スキルの講義を元にブックレポートの
執筆をすることで、大学のレポートの書き方の基礎を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自立的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じてmanabaなどを通じてフィードバックを行う

定期試験
16回に試験または最終課題

試験のフィードバックの方法

留意事項
アカデミック・スキルの授業は1年生全員に向けて行われる。ブックレポートの課題についても同じ授業の中で説明する。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）異文化間コミュニケーションの英文については、教科書を読み、ワークシートの問題に答えておく。短編小説については、単語やイディオムを辞書で調べ、
ワークシートの問題に答えておくこと（６０分）
（復習）授業内容について復習し、英語表現や内容を確認しておく（３０分）
（その他）自主学習として英文の書籍を読む。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Muriel SparkとWilliam Faulknerの短編（必携書）についてはプリントを配布する
ジョセフ・ショールズ、阿部珠理 Different Realities: Adventures in Intercultural Communication. 南雲堂、2007. ISBN 978-4-523-17565-0 　は第1期に使用し
たものと同じです。新たに購入する必要はありません

オフィスアワー
随時。メール等で質問や相談を受け付ける。対面での相談を希望する場合は、事前にメールで予約してください。

連絡先
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単位数英語講読ＩＩ [a] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
山口　麻衣子

授業コード 20200 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1 アカデミック・スキル2*：レポートの書き方（坂口・赤松）
2 Diversity (山口）
3 Perception (山口）
4 Communication Styles 1 (山口）
5 Communication Styles 2 (山口）
6 Values (山口）
7 まとめ＋中間テスト (山口）
8 Why Study English Linguistics 1 (山口）
9 Why Study English Linguistics 2 (山口）
10 How Words Are Made 1 (山口）
11 How Words Are Made 2 (山口）
12 How Words Are Made 3 + 言語学に関する文献を読む (山口）
13 How English Phrases are Formed 1 (山口）
14 How English Phrases are Formed 2 (山口）
15 How English Phrases are Formed 3 (exercises) (山口）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3／4

3／4

1／2／4

課題・小テスト　30％

ブックレポート 10%

試験または期末課題 40％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生としての学びの基礎を理解し、実践できる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み 20 ％

本授業は、英語英文学科の専門科目において必要とする英語リーディング力を修得し、「英語学・言語学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学習に向
けた基礎を形作ることを目指す。授業では、異文化コミュニケーションに関する文章、及び、言語学の分野に関する英語で書かれた文章を精読していく。ほぼ毎回、
前の授業で学習した内容や単語等に関する小テストを行う。基本的に授業は予習前提で進める。授業中に指名された人は自分の訳を発表する。第1回目のみ、アカデ
ミック・スキルに関する演習を行う。また、授業外で英語で書かれた図書を今学期中に読み、アカデミック・スキルの講義を元にブックレポートの執筆をすること
で、大学のレポートの書き方の基礎を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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希望者には後日解説を行う。

定期試験
16 期末試験

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
*アカデミック・スキルの授業は一年生全員に向けて行われる。ブックレポートの課題についても同じ授業の中で説明する。
中間試験、期末試験等については変更の可能性があるが、その際は授業内で適宜お知らせする。
連絡、課題提出等は授業内、Google classroom等を通して行う。
状況に応じてリアルタイム遠隔またはハイブリッドになる場合有。受講する際は早めに登録し、google classroomに登録しておいてください。zoom link やgoogle
classroomのクラスコードはmanabaに載せるつもりです。最終試験方法についても授業内またはgoogle classroomにて告知します。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
授業の前にわからない単語等を辞書等で調べて予習してから授業に臨むこと。(1-2時間程度）
また、テキストには付属CDがついているので予習の際に1度は聞いてくること。(10分程度）
簡単な訳(直訳でかまわない）ができるようにしてくること。(1-2時間程度）
毎回ではないが授業中で指示する課題に取り組むこと。(1時間程度）
復習
小テストのために毎回学んだことを復習しておくこと。(30分-1時間程度)
その他
自主学習として英文の書籍を読む。

必携書（教科書販売）
Different Realities (異文化間コミュニケーション), ジョセフ・ショールズ, 阿部珠理， 南雲堂 (1期の英語講読で使用したものと同じなので新たに購入する必要
はない。）
First Steps in English Linguistic (2nd Edition), 影山太郎, ブレント・デ・シェン, 日比谷潤子, ドナ・タツキ, くろしお出版

必携書（教科書販売以外）
必携書以外必要な文献および資料はプリントして(またはGoogle classroom等で）配布する。

オフィスアワー
e-mailまたはzoomで随時質問を受け付ける。

連絡先
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単位数英語講読ＩＩ [b] 2単位

授業形態（副） ２演習

210A1-1000-o2
坂口　真理

授業コード 20210 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. アカデミック・スキル２*：レポートの書き方（赤松・坂口）
 2.　授業の紹介・Diversity (坂口）
 3. Perception　（坂口）
 4. Communication Styles (1)　（坂口）
 5. Communication Styles (2)　（坂口）
 6. Values　（坂口）
 7. Different Realities　のまとめと単語小テスト (坂口）
 8．Why Study English　Linguistics　（坂口）
 9．What is English Linguistics　（坂口）
10．How English has been studied　（坂口）
11．How words are made　（坂口）
12．Compounding
13．Derivation (坂口）
14. Conversion,Inflection　（坂口）
15．まとめと復習　（坂口）
定期試験 (坂口）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3／4

1／2／4

1／2／3／4

課題・小テスト　　(2つのテキストを含めた評価）　　　　３0％

定期試験　　(2つのテキストを含めた評価）　　　　４0％

授業への取り組み　２０％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生としての学びの基礎を理解し、実践できる。

3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Book Report 10％

本授業は、英語英文学科の専門科目において必要とする英語リーディング力を修得し、「英語学・言語学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に向
けた基礎を形作ることを目指す。特に、英語学と異文化間コミュニケーションに関する英文を読むことで、内容を正確に読み取り、日本語でわかりやすく伝えるとい
う基礎的な知識も修得する。また、自主学習として、簡単な英語で書かれた本を学期中に読んで、Book report を書く課題を出す。
　前半の５回は、前期に引き続き、International Communication CourseのテキストDifferent Realitiesを用いる。（このテキストは１期に購入したものなので、新
たに購入する必要はない。）なお、第１回は、アカデミック・スキルに関する講義を通して、英語英文学科生としての学びの基礎を身につける。
　後半は、ことばの研究としての英語学について英語で書かれたテキストを楽しく読んでいく。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自分の英語力にあった教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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小テストなどは、採点後返却します。定期試験も、成績確定後、希望者には返却します。

定期試験
単語の小テストは随時行う。定期試験や小テストは、対面授業の際に行なう。

試験のフィードバックの方法

marisakag@gmail.com
maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
アカデミック・スキルの授業は１年生全員に向けて行なわれる。　Book Report　の 課題についても同じ授業の中で説明する。
　英文の内容を理解し，それを自然な日本語に表現できるように十分に辞書を活用してほしい。授業には、紙の英和辞典を持参すること。電子辞書は禁ずる。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
(予習）授業の前に教科書の当該箇所を読み、ワークシートの問題に答えておく。（１．５時間）
（復習）単語の小テストは随時行う。キーワードになる用語や表現について理解しておくこと。（１時間）
（その他）自主学習として英文の書籍を読む。　（１時間）

必携書（教科書販売）
First Steps in English Linguistics，影山太郎　ブレント・デ・シェン　日比谷潤子 　ドナ・タツキ，くろしお出版

Different Realities: Adventures in International Communication （南雲堂）（１期の英語講読で使用したものと同じです。新たに購入する必要はありません。）

必携書（教科書販売以外）
特になし。

オフィスアワー
随時、manaba, 電子メールで予約や質問を受け付けます。
また、授業の前後で質問してください。

連絡先
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単位数英語講読ＩＩ [c] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
木津　弥佳

授業コード 20220 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. アカデミックスキル２*：レポートの書き方（坂口・赤松）
2. Diversity （木津）
3. Perception （木津）
4. Communication Styles (1) （木津）
5. Communication Styles (2) （木津）
6. Values （木津）
7. Why Study English Linguistics （木津）
8. Why Study English Linguistics （木津）
9. How English Words are Made: Morphology （木津）
10. How English Words are Made: Morphology （木津）
11. How Words Mean: Semantics （木津）
12. How English Phrases are Formed: Syntax （木津）
13. How English Phrases are Formed: Syntax （木津）
14. How to Communicate with Other People: Pragmatics （木津）
15. How to Communicate with Other People: Pragmatics （木津）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3／4

3／4

1／2／4

小テスト・課題　　30％

ブックレポート 10%

試験 または 最終課題　　　　40％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生としての学びの基礎を理解し、実践できる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20％

本授業は、英語英文学科の専門科目において必要とする英語リーディング力を修得し、「英語学・言語学」「国際コニュニケーション」の各履修コースでの学習に向
けた基礎を形作ることを目指す。15回の授業のうち、５回は異文化間コミュニケーション、９回は言語学に関する英文を精読する。なお、第１回目のみ、アカデミッ
ク・スキルに関する演習を行う。本授業で扱う読み物に加えて、英語で書かれた図書を学期中に読み、アカデミック・スキルの講義を元にブックレポートを執筆する
ことで、大学のレポートの書き方の基礎を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力

61 / 324



2022/4/18

必要に応じmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16週目に筆記試験または英訳の提出を行う。

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
*アカデミックスキルの授業は１年生全員に向けて行われます。ブックレポートの課題についても同じ授業の中で説明します。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）授業の前にCDを聴きながら当該箇所を読み、ワークシートの問題に答えておく。（1.5時間）
（復習）キーワードとなる用語や表現について理解しておくこと。（0.5時間）
（その他）自主学習として英文の書籍を読む。（1時間）

必携書（教科書販売）
First Steps in English Linguistics (2nd Edition), 影山太郎, Brent de Chene, 日比谷潤子, Donna Tatsuki（著）, くろしお出版, 2015年.　ISBN 978-4-87424-
277-3

Different Realities: Adventures in International Communication（南雲堂）（1期の英語講読で使用したものと同じです。新たに購入する必要はありません。）

必携書（教科書販売以外）
特になし。

オフィスアワー
随時電子メール等でアポイントメント・質問を受け付けます。

連絡先
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単位数英語講読ＩＩ [d] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
山口　麻衣子

授業コード 20230 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1 アカデミックスキル1*：講義の聴き方とノートの取り方（木津・松井）
2 Why Study English Linguistics 1　（山口）
3 Why Study English Linguistics 2 （山口）
4 How Words Are Made 1 （山口）
5 How Words Are Made 2 （山口）
6 How Words Are Made 3 (山口）
7 How English Phrases are Formed 1 （山口）
8 How English Phrases are Formed 2 （山口）
9 How English Phrases are Formed 3 (exercises) （山口）
10 まとめ＋ 中間テスト （山口）
11 Culture and Identity （山口）
12 Hidden Culture （山口）
13 Stereotypes （山口）
14 Words, Words, Words （山口）
15 Communication Without Words （山口）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3／4

3／4

1／2／4

課題・小テスト 30％

自主学習（Puffin Books ) 10%

試験または期末課題 40％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生としての学びの基礎を理解し、実践できる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み 20 ％

本授業は、英語英文学科の専門科目において必要とする英語リーディング力を修得し、「英語学・言語学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学習に向
けた基礎を形作ることを目指す。通常の授業では、異文化コミュニケーションに関する文章、及び、言語学の分野に関する英語で書かれた文章を精読していく。ほぼ
毎回、前の授業で学習した内容や単語等に関する小テストを行う。また授業は予習前提で進める。授業中に指名された人は自分の訳を発表する。また、本授業の読み
物に加えて、Puffin Books を活用し、授業時間外にも自主学習を行うことでバランスの取れた読む力を養成する。
その他、第1回目のみ、アカデミック・スキルに関する演習を行い、これを通して英語英文学科生としての学びの基礎を身につける。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力に合った教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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希望者には後日解説を行う。

定期試験
16 期末試験　(山口）

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
*アカデミック・スキルの授業は1年生全員に向けて行われる。Puffin Books を用いた自主学習についても同じ授業の中で説明がある。
中間試験や期末試験の実施については変更の可能性があるが授業内でお知らせする。
連絡および課題提出は授業内およびGoogle classroom等を通して行う。
状況に応じてリアルタイム遠隔またはハイブリッドになる場合有。受講する際は早めに登録し、google classroomに登録しておいてください。zoom link やgoogle
classroomのクラスコードはmanabaに載せるつもりです。最終試験方法についても授業内またはgoogle classroomにて告知します。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
授業の前にわからない単語等を辞書等で調べて予習してから授業に臨むこと。(1-2時間程度）
また、テキストには付属CDがついているので予習の際に1度は聞いてくる。(10分程度）
直訳ができるようにしてくること。　(1-２時間程度）
復習
小テストのための授業内容の復習(1時間程度)
その他
Puffin Books を用いて自主学習を行う。

必携書（教科書販売）
Different Realities（ 異文化間コミュニケーション）， ジョセフ・ショールズ, 阿部珠理， 南雲堂
First Steps in English Linguistics (2nd Edition), 影山太郎, ブレント・デ・シェン, 日比谷潤子, ドナ・タツキ, くろしお出版

必携書（教科書販売以外）
必携書以外はgoogle classroomまたはmanabaで配布する。

オフィスアワー
メールまたはzoomで質問を随時受け付ける。

連絡先
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単位数英語講読ＩＩ [e] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
坂口　真理

授業コード 20240 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. アカデミック・スキル１*（講義の聞き方、ノートのとり方）(木津・松井）
2.  授業の紹介、ことばの研究としての英語学　（坂口）
3．Why Study English　Linguistics　（坂口）
4．What is English Linguistics (坂口）
5．How English has been studied　(坂口）
6. Semantics I (Chapter 4) (坂口）
7．Meaning as a set of properties , 単語小テスト　(坂口）
8．Categorization and Prototypes　(坂口）
9．Semantic Networks　(坂口）
10. まとめと小テスト　(坂口）
11. Culture and Identity
12. Hidden Culture　(坂口）
13. Stereotypes　(坂口)
14. Words,Words, Words　（坂口）
15. Communication Without Words　(坂口）
 定期試験 (坂口）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／4

1／2／3／4

1／2／3／4

課題・小テスト　(2つのテキストを含めた評価)　３0％

定期試験　　　(2つのテキストを含めた評価) ４0%

授業への取り組み　２０％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生活としての学びの基礎を理解し、実践できる。

3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

　自主学習　（Puffin Books） 　10％

　本授業は、英語英文学科の専門科目において必要とする英語リーディング力を修得し、「英語学・言語学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に
向けた基礎を形作ることを目指す。特に、英語学と異文化間コミュニケーションに関する英文を読むことで、内容を正確に読み取り、日本語でわかりやすく伝えると
いう基礎的な知識も修得する。１５回の授業のうち、９回は、英語学についてのテキストを読み、その後５回にわたって異文化間コミュニケーションに関する英文を
精読する。また、自主学習として、Puffin Booksを読む。
　最後の５回の授業は、International Communication Course のためのテキストDifferent Realitiesを読む。このテキストは、2期の別の先生の講読の授業でも共通
して用いられる。
 全体授業として、アカデミック・スキル獲得のための授業が、第１週に設定されている。この授業では、大学生活に必要となる、講義の聞き方、ノートのとり方等を
講義する。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自分の英語力にあった教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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単語の小テストは、採点後返却します。　定期試験についても、成績開示後、希望者には採点答案を返却します。

定期試験
定期試験のほかに、随時、単語の小テストを行います。定期試験や小テストは、対面授業の日に行います。

試験のフィードバックの方法

marisakag@gmail.com
maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
英文の内容を理解し，それを自然な日本語に表現できるように十分に辞書を活用してほしい。授業には、紙の英和辞典を持参すること。電子辞書は禁ずる。
*アカデミック・スキルの授業は１年生全員に向けて行われます。Puffin Books を用いた自主学習についても同じ授業の中で説明があります。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
(予習）授業の前に教科書の当該箇所を読み、ワークシートの問題に答えておく。（１．５時間）
（復習）単語の小テストは随時行う。キーワードになる用語や表現について理解しておくこと。（１時間）
（その他）Puffin Books を用いて自主学習を行なう。　（１時間）

必携書（教科書販売）
Different Realities - Adventures in Intercultural Communication -，Joseph Shaules/ Juri Abe，Nan'un -Do
First Steps in English Linguistics，影山太郎　ブレント・デ・シェン　日比谷潤子 　ドナ・タツキ，くろしお出版

必携書（教科書販売以外）
特になし。

オフィスアワー
随時　manaba, 電子メールで予約や質問を受け付けます。
また、授業の前後で質問してください。

連絡先
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単位数英語講読ＩＩ [f] 2単位

授業形態（副）

210A1-1000-o2
木津　弥佳

授業コード 20250 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. アカデミックスキル１*：講義の聞き方とノートの取り方（木津・松井）
2. Why Study English Linguistics（木津）
3. Why Study English Linguistics（木津）
4. How Words are Made: Morphology（木津）
5. How Words are Made: Morphology（木津）
6. How Words Mean: Semantics　（木津）
7. How English Phrases are Formed: Syntax （木津）
8. How English Phrases are Formed: Syntax （木津）
9. How to Communicate with Other People: Pragmatics （木津）
10. How to Communicate with Other People: Pragmatics （木津）
11. Culture and Identity（木津）
12. Hidden Culture（木津）
13. Stereotypes（木津）
14. Words, Words, Words（木津）
15. Communication Without Words（木津）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3／4

3／4

1／2／4

小テスト・課題　　30％

自主学習（Puffin Books) 10%

試験　または　最終課題　　　40％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性大学生としての学びの基礎を理解し、実践できる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20％

本授業は、英語英文学科の専門科目において必要となる英語リーディング力を修得し、「英語学・言語学」「国際コミュニケーション」の各履修コースでの学修に向
けた基礎を形作ることを目指す。15回の授業のうち、9回は言語学、5回は異文化間コミュニケーションに関する英文を精読する。第１回目のみ、アカデミック・スキ
ルに関する演習を行う。また、本授業の読み物に加えて、Puffin Booksを活用し、授業時間外にも自主学習を行う。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

主体性

英語の基礎的読解力を身につけ、理解した内容を正確に説明することができる。

英語を通じて関連分野の基本的な概念やトピックに関する知識を得る。

自身の英語力にあった教材を選択し、自律的に学習することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16週目に筆記試験または英訳の提出を行う。

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
*アカデミックスキルの授業は１年生全員に向けて行われます。Puffin Booksを用いた自主学習についても同じ授業の中で説明があります。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
(予習）授業の前にCDを聴きながら教科書の当該箇所を読み、ワークシートの問題に答えておく。(1.5時間）
(復習）キーワードとなる用語や表現について理解しておくこと。（0.5時間）
(その他）Puffin Booksを用いて自主学習を行う。（１時間）

必携書（教科書販売）
First Steps in English Linguistics (2nd Edition), 影山太郎, Brent de Chene, 日比谷潤子, Donna Tatsuki（著）, くろしお出版, 2015年. ISBN 978-4-87424-
277-3
Different Realities: Adventures in Intercultural Communication，Joseph Shaules, Juri Abe（著），南雲堂, 1997年.　ISBN 978-4-523-17565-0

必携書（教科書販売以外）
特になし。

オフィスアワー
随時電子メール等でアポイントメント・質問を受け付けます。

連絡先
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単位数英文学概論Ｉ 2単位

授業形態（副）

210A2-1000-o2
松井　かや、赤松　佳子

授業コード 20300 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
（この授業は、主として松井が１〜１５回を担当する）
第１回：導入——（文学作品の英語表現ほか）
第２回：主題を見つける (Finding a theme)
第３回：主題とは何か (What is a theme?)
第４回：主題の研究方法 (How to study)
第５回：小説における主題 (Wuthering Heights) の考察
第６回：本作品における第二世代の分析 (Analyze the text 1: the second generation)
第７回：本作品における第一世代の分析 (Analyze the text 2: the first generation)
第８回：短詩の主題を探る (‘Do not go gentle into that good night’) の考察
第９回：作中（登場）人物を研究する (Looking at characters)
第10回：作中人物と主題との関わり(Characters and themes)
第11回：小説における主要人物 (Pride and Prejudice) の考察
第12回：主人公の心境変化 (Analyze the text 1: the main crisis)
第13回：脇役の役割 (Analyze the text 2: supporting characters’ roles)
第14回：劇の登場人物を分析する (Studying the characters from plays)
第15回：『ハムレット』(Hamlet) における主要な人物像を考える

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

課題・小テスト 30%

試験または最終課題 50%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み 20%

英語文学の代表作品を知り、味わうための基礎的方法と姿勢を学ぶ。作品の背景や文化を理解しながら、実際に分析を行う。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

英語圏の文学作品やそのジャンルを知り、分析するための基礎的方法を身につける。また、それを用い
て、レポートを作成する力をつける。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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試験後、あるいは課題提出後、必要に応じて解説等を行う。

定期試験
第16回：定期試験または課題提出

試験のフィードバックの方法

松井：mkaya@m.ndsu.ac.jp
赤松：akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
辞書必携。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
授業前に教科書の指示された部分を読み、ワークシートの問題に答えておく（1.5時間）。
授業後、授業内容について理解できているかどうか、ノートをまとめるなどして確認する（30分）。
授業で取り上げられる作品を読む（授業で指示あり）。

必携書（教科書販売）
Marsh, Nicholas. How to Begin Studying English Literature. Palgrave, 2016. ISBN 978-1-137-50877-5

必携書（教科書販売以外）
〈参考書等〉
　授業で随時、紹介する。

オフィスアワー
松井：木曜5時限

連絡先
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単位数英文学概論ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210A2-1000-o2
赤松　佳子、松井　かや

授業コード 20310 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
（この授業は、主として赤松が１〜１５回を担当する）
第１回：導入（文学作品に見る異文化の多様性ー20世紀アイルランドやカナダの文学を例にして）
第２回：構造と設定 (Structure and setting)
第３回：構造とは (What is structure?)
第４回：物語の基本構造 (Basic structure) を学ぶ
第５回：『オセロー』(Othello) の構造とは
第６回：作品と構造との関わりを考える (Think about the text)
第７回：作品の各部分と主人公 (Analyze the text 1: each section and the protagonist)
第８回：作品における時と場所 (Analyze the text 2: times and places)
第９回：詩における構造 (Structure in poems)
第10回：抒情詩の構造を見る (20世紀の作品“The Faithful Swallow”の詳察)
第11回：ソネットの構造 (Structure in sonnets)の基本（16・17世紀）と英語圏での発展（19世紀以降）
第12回：劇を理解するための基礎・基本 (Imagining plays)
第13回：イメジャリーの役割 (How imagery works)
第14回：劇（『ロミオとジュリエット』）や詩（20世紀イマジストの作品）におけるイメジャリーの分析
第15回：18・19世紀のイギリス小説、20世紀アメリカ小説における視点と語り手との関連(Viewpoints and the narrator)

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

課題・小テスト　20％

学期末試験　60％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

受講態度（予習を含む）　20％

英語文学の代表作品を知り、味わうための基礎的方法と姿勢を学ぶ。作品の背景や文化を理解しながら、実際に分析を行う。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

英語圏の文学作品やそのジャンルを知り、分析するための基礎的方法を身につける。また、それを用い
て、レポートを作成する力をつける。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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試験後、または課題提出後、必要に応じて解説等を行う。

定期試験
16：定期試験または課題提出

試験のフィードバックの方法

赤松：akamatsu@m.ndsu.ac.jp
松井：mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
予習をした上で授業に臨むこと。また、授業で扱う作品を意識的に読んでみること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）教科書の指示された部分を読み、ワークシートの問題に答えておく（1.5時間）。
（復習）授業内容について、理解した内容を確認しておく（30分）。
授業で取り上げられる作品を読破すること（授業で指示あり）。

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
Nicholas Marsh, How to Begin Studying English Literature（Palgrave）
(第1期の英文学概論Ⅰで使用したものと同じです)

必携書（教科書販売以外）
＜参考書等＞
図書館の本を利用すること
アト・ド・フリース著、山下主一郎他訳、『イメージ・シンボル事典』（大修館書店、1984年）

オフィスアワー
随時メール等で質問を受け付けます。

連絡先
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単位数英国文学史Ｉ 2単位

授業形態（副）

210C2-1000-o2
松井　かや

授業コード 20340 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１.　イントロダクション
　　英語文学の現在、古英語の文学
２.　中英語の文学
３.　ルネサンスの散文
４.　ルネサンスの詩（1）スペンサー
５. ルネサンスの詩（2）ソネット
６.　演劇が起こる
７.　シェイクスピア（1）『ロミオとジュリエット』
８.　シェイクスピア（2）4大悲劇
９.　シェイクスピア（3）ロマンス劇
10. 清教徒革命まで（1）ジェイムズ王聖書
11. 清教徒革命まで（2）ベン・ジョンソン
12. 清教徒革命まで（3）形而上派詩人たち
13. 王政回復期（1）ミルトン
14. 王政回復期（2）バニヤン
15. まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

課題・小テスト　15％

最終課題　60％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　25％

イギリスの黎明期から17世紀までの文学の流れを概説する。個々の作家や作品について知ると同時に、それらが生まれた背景を理解し、時代風潮や社会状況と文学が
非常に密接に結びついていることを実感してもらえればと思う。主要な作品については原文の抜粋を読み、文学ならではの多彩な英語表現に触れる。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

イギリス文学における代表的な作家や作品について知るとともに、それらが生まれた時代背景や、その
時々の多様な文学の特質を理解する。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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課題提出後、必要に応じて解説等を行う。

定期試験
16. 試験、または最終課題提出

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
授業前にテキストの該当範囲を熟読し、知らない言葉や事項について調べた上で出席すること（約30分）。
授業後、配布されたプリントと合わせて、テキストを再読すること。講義中に取ったメモを元に、ノートをまとめておくこと（約1時間）。
授業内や授業前・授業後にmanabaで動画や資料の掲示があった場合は、指定された期日までに目を通し、メモをとっておくこと。

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
川崎寿彦『イギリス文学史』（成美堂）

必携書（教科書販売以外）
＜参考書等＞
授業中に指示する

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数英国文学史ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210C2-1000-o2
松井　かや

授業コード 20350 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１.　18世紀の散文：スウィフトとデフォー
２.　小説の誕生と成長（1）リチャードソンとフィールディング
３.　小説の誕生と成長（2）スターン
４.　小説の誕生と成長（3）ゴシック小説
５.　小説の誕生と成長（4）オースティン
６.　ロマン主義時代（1）ワーズワースとコールリッジ
７.　ロマン主義時代（2）シェリーとキーツ
８.　ヴィクトリア朝の小説（1）ディケンズ
９.　ヴィクトリア朝の小説（2）サッカレー
10.　ヴィクトリア朝の小説（3）ハーディ
11. 世紀末文学：ワイルド
12. 第二次大戦までの小説（1）ジョイスとウルフ
13. 第二次大戦までの小説（2）フォースター
14. 第二次大戦までの詩と劇イエイツとエリオット
15. 戦後の文学：グリーン、これからの英語文学・世界文学

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

課題・小テスト　15%

最終課題 60％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　25％

18世紀から現代に至るまでの時代と文学の流れを概説する。個々の作家や作品について知ると同時に、それらが生まれた背景を理解し、時代風潮や社会状況と文学が
非常に密接に結びついていることを実感してもらえればと思う。主要な作品については原文の抜粋を読み、文学ならではの多彩な英語表現に触れる。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

イギリス文学における代表的な作家や作品について知るとともに、それらが生まれた時代背景や、その
時々の多様な文学の特質を理解する。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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課題提出後、必要に応じて解説等を行う。

定期試験
16. 試験、または最終課題提出

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（授業前にテキストの該当範囲を熟読し、知らない言葉や事項について調べた上で出席すること（約30分）。
授業後、配布されたプリントと合わせて、テキストを再読すること。講義中に取ったメモを元に、ノートをまとめておくこと（約1時間）。
授業内や授業前・授業後にmanabaで動画や資料の掲示があった場合は、指定された期日までに目を通し、メモをとっておくこと。

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
川崎寿彦『イギリス文学史』（成美堂）

必携書（教科書販売以外）
＜参考書等＞
授業中に指示する

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数米国文学史Ｉ 2単位

授業形態（副）

210C2-2340-o2
今井　真樹子

授業コード 20360 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
特になし

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１．イントロダクション：アメリカとアメリカ文学
２．植民地時代の文学：日記、記録、先住民捕虜体験記、詩
３．独立戦争前後の文学：ベンジャミン・フランクリン
４．独立戦争後の文学(1)：ワシントン・アーヴィング
５．独立戦争後の文学(2)：ジェイムズ・フェニモア・クーバー
６.  アメリカン・ルネサンスの文学（1)：エマスン、ソロー
７.  アメリカン・ルネサンスの文学  (2)：エドガー・アラン・ポー
８.  アメリカン・ルネサンスの文学  (3)：ナサニエル・ホーソーン
９.  アメリカン・ルネサンスの文学  (4)：ハーマン・メルヴィル
10.  19世紀の詩：ウォルト・ホイットマン、エミリ・ディキンスン
11.  19世紀の女性作家  (1)：ハリエット・ビーチャー・ストウ、ルイザ・メイ・オールコット
12.  19世紀の女性作家  (2) :  セアラ・オーン・ジュエット
13.  19世紀後半の文学  (1)：マーク・トウェイン
14.  19世紀後半の文学  (2) :  ヘンリー・ジェイムズ
15.  まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

毎回の授業でのコメントペーパー　20%

期末レポート 50%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

予習・復習・授業への取り組み　30%

植民地時代から19世紀後半までのアメリカ文学の流れを概説する。各々の時代における代表的な作家の生涯や主たる作品を、それぞれの歴史的・文化的背景と共に紹
介する。原典の一部を鑑賞し、ディスカッションを交え内容の理解を深める。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

植民地時代から19世紀後半までのアメリカ文学の流れと、この時代の代表的な作家・作品を把握する。

アメリカ文学の背景的知識を身につけ、自分の言葉で語れるようにする。

アメリカ文学を鑑賞する基礎的な知識を得、授業で紹介された作品のうち興味を持ったものを手にとって
読む。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性
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最終授業で期末レポートの講評を行う。必要に応じてmanabaで対応する。

定期試験
定期試験は行わずレポート提出を課す。詳細は授業中に指示する。

試験のフィードバックの方法

ｓ8280＠m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
・テキストの該当箇所を読む（該当箇所は前の授業で指示）。（約20分）
・配布された英文のプリントに目を通し、分からない単語があれば調べておく。（約１時間）
復習
・授業で学んだこと、感じたこと等をノートにまとめる。（約15分）
・プリントを再読する。（約15分）
・興味を持った事柄について調べ、できれば授業で取り上げた作家の作品を読む。

必携書（教科書販売）
『21世紀から見るアメリカ文学史　アメリカニズムの変容』ISBN978-4-269-52007-3
早瀬博範他　英宝社

必携書（教科書販売以外）
授業中に指示する。

オフィスアワー
授業時間の前後に質問を受け付ける。メールでも対応。

連絡先
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単位数米国文学史ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210C2-2340-o2
今井　真樹子

授業コード 20370 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
特になし

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１.   辺境消滅から第一次大戦までの文学（１）： セオドア・ドライサー
２.　辺境消滅から第一次大戦までの文学（２）： ジャック・ロンドン
３.　辺境消滅から第一次大戦までの文学（３）： ウィラ・キャザー
４.　第一次大戦から第二次大戦間の文学（１）： F．スコット・フィッツジェラルド
５.    第一次大戦から第二次大戦間の文学（２）： アーネスト・ヘミングウェイ
６.    第一次大戦から第二次大戦間の文学（３）： ジョン・スタインベック
７.    第一次大戦から第二次大戦間の文学（４）： ウィリアム・フォークナー
８.    第一次大戦から第二次大戦間の文学（５）： マーガレット ・ミッチェル
９.    第二次世界大戦以降の文学（１）： （劇）アーサー・ミラー、テネシー・ウィリアムズ
10.　第二次世界大戦以降の文学（２）：   J.  D.  サリンジャー
11.　第二次世界大戦以降の文学（３）：  トルーマン・カポーティ
12.　第二次世界大戦以降の文学（４）：  （ビート・ジェネレーション）ジャック・ケルアック
13.　第二次世界大戦以降の文学（５）：    (ユダヤ系作家）I.  B.  シンガー、バーナード・マラマッド
14.　第二次世界大戦以降の文学（６）：  （黒人作家）トニ・モリスン、アリス・ウォーカー
15.　まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

毎回の授業でのコメントペーパー　20%

期末レポート　50%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

予習・復習・授業への取り組み　30％

フロンティア消滅から現代までのアメリカ文学の流れと諸相を概説する。代表的な作家の生涯や主たる作品を、それぞれの歴史的・文化的背景と共に紹介する。原典
の一部を鑑賞し、ディスカッションを交え内容の理解を深める。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

19世紀末から現代までのアメリカ文学の概要と、代表的な作家・作品を把握する。

19世紀末から現代までのアメリカ文学の背景的知識を身につけ、自分の言葉で語れるようにする。

アメリカ文学を鑑賞する基礎的な知識を得、授業で紹介された作品のうち興味を持ったものを手にとって
読む。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性
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最終授業で期末レポートの講評を行う。必要に応じてmanabaで対応する。

定期試験
定期試験は行わず期末レポートを課す。詳細については授業中に指示する。

試験のフィードバックの方法

s8280@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
・テキストの該当箇所を読む（該当箇所は前の授業で指示）。（約20分）
・配布された英文のプリントに目を通し，分からない単語があれば調べておく。（約１時間）
復習
・授業で学んだこと、感じたこと等をノートにまとめる。（15分）
・プリントを再読する。（約15分）
・興味を持った事柄について自分で調べ、できれば授業で取り上げた作家の作品を読む。

必携書（教科書販売）
『21世紀から見るアメリカ文学史　アメリカニズムの変容』ISBN978-4-269-52007-3
早瀬博範他　英宝社

必携書（教科書販売以外）
授業中に指示する。

オフィスアワー
授業時間の前後に質問を受け付ける。メールでも対応。

連絡先
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単位数西洋現代文学概論Ｉ 2単位

授業形態（副）

210C2-3400-o2
David Ramsey

授業コード 20380 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
第１回：Introduction to archetypes, myths and creation stories
　　　　（アーキ・タイプ、神話、天地創造物語への序章
第２回：Matriarchal/Patriarchal traditions; Eurynome ad Ophion　（母権と父権の伝統)
第３回：Matriarchal, Gaia/Mother Earth　（母権文化の象徴としてのガイア神)
第４回：Patriarchy, Ouranos/Kronos/Zeus　（父権文化の象徴としてのクロノス神・ゼウス神）
第５回：Olympian gods and earth gods ( archetypes )　（オリンパスの神々と地の神々（アーキ・タイプ）
第６回：Olympian gods and earth gods ( themes )　（オリンパスの神々と地の神々（テーマ )
第７回：Prometheus, Epimetheus, and Pandora　（プロメテウス、エピメテウス、パンドラ）
第８回：Classical archetypes in contemporary culture　（現代文化における古典的アーキ・タイプ）
第９回：Biblical creation and archetypes　（聖書における天地創造とアーキ・タイプ）
第10回：Biblical creation and archetypes　（聖書における天地創造とテーマ）
第11回：Myths of time, cyclical vs. linear history　（時の神話：周期的歴史と線上的歴史）
第12回：Native American ( Pueblo ) creation stories　（アメリカ原住民（プエブロ族）の天地創造物語）
第13回：Native American ( Iroquois ) creation stories　（アメリカ原住民（イロゴイ族）の天地創造物語）
第14回：Medusa archetype and its problematization　（メドゥーサアーキ・タイプと問題化）
第15回：Medusa archetype in contemporary literature　（現代文学におけるメドゥーサアーキ・タイプ）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

期末試験：３０％

レポート・課題提出：３０％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

講義への取り組み度：４０％

この科目では、最初の導入として古今東西の西洋文学に見られるアーキ・タイプとテーマを概観する。使用する教材は、何世紀にもわたるヨーロッパ並びにアメリカ
の英語文学を取りあげ、そのジャンルも、詩・演劇・小説・物語・散文文学（特に古典神話・民話に注目して）に及ぶ。

作品理解の際には、特におのおのの作品がもつ歴史的・文化的背景の重要性を理解させる。

担当者氏名

授業形態（主）

時間割備考

本授業の概要

到達目標

この科目の目標は、学生に西洋文学のアーキ・タイプ（元型）を理解し、鑑賞できる力を育成することに
ある。英語文学の中に出てくるアーキ・タイプを識別しその意味を理解し、応用していく力を身に付けさ
せることを到達目標としている。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final exam in office consultation.

定期試験
Final Exam（定期試験）

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find
out what assignments are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
None.

必携書（教科書販売以外）
テキスト
別途、プリントを配付する.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数西洋現代文学概論ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210C2-3400-o2
David Ramsey

授業コード 20390 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
第１回：Historical and cultural background of ancient-medieval Britain
　　　　（古代・中世の英国：その歴史的・文化的背景）
第２回：Old English; Caedmon and Beowulf　（古英語；カドモンとベーオウルフ）
第３回：Beowulf and Christian / Nordic “pagan” archetypes
 （ベーオウルフとキリスト教徒・北欧異教徒のアーキ・タイプ）
第４回：Beowulf and matriarchal / patriarchal archetypes
　 （ベーオウルフと母権的・父権的アーキ・タイプ）
第５回：Beowulf Grendel, and revisionist history
　　　　（ベーオウルフに描かれたグレンデルと歴史修正主義）
第６回：Beowulf Grendel, and Hollywood
　 （ベーオウルフに描かれたグレンデルとアメリカ映画産業）
第７回：The Middle Ages, Middle English, and Chaucer　（中世及び中世英語とチョーサー）
第８回：Chaucer and The Canterbury Tales　（チョーサーと「カンタベリー物語」）
第９回："The General Prologue" and British society　（「カンタベリー物語序詩」と英国社会）
第10回："The General Prologue" and British literature　（「カンタベリー物語序詩」と英国文学）
第11回："The Knight’s Tale" and chivalric romance　（「騎士の話」と中世騎士道物語）
第12回："The Miller’s Tale" and fabliaux　（「粉屋の話」と中世フランス滑稽話）
第13回："The Wife of Bath’s Prologue" and feminism　（「バースの妻序詩」とフェミニズム）
第14回："The Wife of Bath’s Tale" and feminism　（「バースの妻の話」とフェミニズム）
第15回：Chaucer’s archetypes in contemporary culture
 （現代文学におけるチョーサーのアーキ・タイプ）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

定期試験：４０％

レポート・課題提出：３０％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

講義への取り組み度：３０％

この上級コースでは、古代・中世の英文学を学ぶ。ジェフリー・チョーサーの最高傑作で最も有名な作品である「カンタベリー物語」に焦点を当てる。よりよく中世
世界を理解するために芸術、音楽、他のメディアも利用したい。ほとんどの読解は現代英語で行うが、古英語やチョーサー時代の中世英語も読むことで、原語のリズ
ムや詩を耳で聞き練習することができる。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

この科目の到達目標は、イングランドの初期の文学や、最初の偉大な作家に関する学生の理解と鑑賞力を
深めることである。同時に、学生の批評力を養い、中世の歴史と文化も学んでいく。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final exam in office consultation.

定期試験
Final Exam　（定期試験）

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find
out what assignments are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
None.

必携書（教科書販売以外）
テキスト
先生より入手　Prints.
Depending upon enrollment, the class together will order the same Dover edition of Chaucer’s Canterbury Tales.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先

84 / 324



2022/4/18

単位数英米文学研究ＩＡ 2単位

授業形態（副） ２演習

210C2-2340-o2
赤松　佳子

授業コード 20400 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１　　Ⅰ．はじめに
　　　　 英詩とは何か、詩論とはどういう学問なのか。
　　　Ⅱ．入門編
　　　　A. 暗唱（毎回、行う）
　　　　B. 英詩を構成する要素の学習
２　 1) Speaker and Setting
３　 2) Subject and Theme
４　 3) Words
５　 4) Word Order
６　 5) Figurative Language (1) 種類
７　     Figurative Language (2) 手法
８　 6) Imagery (1) 種類
９　     Imagery (2) 手法
10　 7) Rhyme
11　 8) Rhythm
12　 9) Stanza
13　10) Genre (1): Narrative and Dramatic Poetry
14　      Genre (2): Lyric Poetry
15　　まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3

2／3

学期末の筆記試験 50％

小レポート 30％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

受講態度（予習・暗唱・意見交換）　20％

　本授業は英詩入門である。英詩を構成する要素を知り、英詩を読むための基礎的な知識を修得することを目的とする。また、言葉と音声の両面から英詩に親しむこ
とは、英語の特徴の理解につながることを認識し、英語力を高める。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力

名詩の暗唱を通じて、音声効果を理解することができる。

韻律分析ができるようになり、英語の強弱のリズムを判別することができる。

英詩を鑑賞する際の注目点や楽しみ方を説明できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性
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必要に応じてmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16　筆記試験

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. 詩を音読する楽しさや、一語を大切にする，詩の読み方を身に付ける努力をすること。
2. 予習･復習を必ず行うこと。
3. 韻律分析を円滑にするため、紙の辞書を活用すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）詩の一節を4行以上、暗唱しておく。また、予告された範囲のテクストを読み、分からない英語があれば辞書で調べる。
（復習）新しく学んだ詩の用語や用法への理解を深める。詩の鑑賞テンプレートを活用して、韻律分析や、脚韻・頭韻を書き出しておく。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
　志子田光雄著　『英詩理解の基礎知識』　金星堂。　ISBN 978-4-7647-0341-4　（入手方法については授業で説明をする。）
　その他はプリント配付。

＜参考書等＞
　授業中に指示。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数英米文学研究ＩＢ 2単位

授業形態（副） ２演習

210C2-2340-o2
赤松　佳子

授業コード 20410 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１　　Ⅰ．はじめに
　　　英詩を構成する要素を確認する
           A. 暗唱（毎回、行う）
           B. 英詩の鑑賞と研究方法の学習
            1) Poetic Diction
            2) Sound of Poems
２ 　   3) Structure
３       4) Symbols and Allegory
４       5) Tone and Attitude

　　　II．応用編
５  1) Poetry and Biography (1) 詩人の背景
６      Poetry and Biography (2)注釈
７  2) Poetry and History
８  3) Poetry and Society
９  4) Poetry and Philosophy
10  5) Poetry and Religion
11  6) Poetry and Psychology (1) 無意識
12      Poetry and Psychology (2) 欲望
13  7) Poetry, Mythology, and Myth (1) 言語
14       Poetry, Mythology, and Myth (2) 解釈
15    まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3

2／3

学期末の筆記試験 50％

小レポート 30％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

受講態度（予習・暗唱・意見交換） 20％

　本授業は英詩入門である。やさしい英詩を鑑賞しながら英詩の専門的知識を修得することを目的とする。また、言葉と音声の両面から英詩を鑑賞するために役立
つ、文学批評の基礎を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力

名詩の暗唱を通じて、音声効果を理解することができる。

韻律分析ができるようになり、英語の強弱のリズムを判別することができる。

英詩を鑑賞する際の視点の置き方や文学批評の応用の仕方を説明できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性
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必要に応じてmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16　 Ⅲ．筆記試験

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. 詩を音読する楽しさや、一語を大切にする、詩の読み方を身に付ける努力をすること。
2. 予習･復習を必ず行うこと。
3. ことばへの意識を高め、文学批評に関心をもつ。
4. 韻律分析を円滑にするため、紙の辞書を活用すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）詩の一節を4行以上、暗唱しておく。また、予告された範囲のテクストを読み、分からない英語があれば辞書で調べる。
（復習）新しく学んだ詩の用語や用法への理解を深める。詩の鑑賞テンプレートを活用して、韻律分析や、脚韻・頭韻を書き出しておく。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
　志子田光雄著　『英詩理解の基礎知識』　金星堂。　ISBN 978-4-7647-0341-4　（入手方法については授業で説明をする。）
　その他はプリント配付。

＜参考書等＞
　授業中に指示。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数英米文学研究ＩＩＡ 2単位

授業形態（副）

210C2-2340-o2
David Ramsey

授業コード 20420 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1. Anthropological and historical background of drama; masks as personas
2. Greek drama introduction; Sophocles, Oedipus Rex; dramatic and psychological archetypes
3. Sophocles, Oedipus Rex; dramatic and critical terminology
4. Roman drama introduction; Seneca, Thyestes
5. Seneca, Thyestes; revenge tragedy tradition
6. Medieval drama introduction; martyr plays; Hrotsvitha, Dulcitius
7. Medieval drama; miracle and mystery plays
8. Medieval drama; York Cycle, The Fall of Adam and Eve; forbidden fruit, felix culpa archetypes
9. York Cycle, The Fall of Adam and Eve; focus on soliloquies
10. Medieval drama; morality plays; Everyman
11. Everyman; the Black Death; the Danse Macabre
12. Tudor comedy introduction; Udall, Ralph Roister Doister
13. Elizabethan drama introduction
14. Marlowe, Doctor Faustus; focus on tragedy, morality, forbidden fruit, hubris
15. Marlowe, Doctor Faustus; review

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

Reports and short assignments: 30%

Quizzes and final exam: 40%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can fill in a timeline that maps out author, title, and key critical points of major
dramatic works in English.

Students can present their own thoughts about the material via writing and discussion in
English.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 30%

This course will provide an introduction to English drama. We will begin with an anthropological frame, explaining the meaning and purpose of drama
in its earliest and most universal forms. We will then look at some classical precedents (Greek and Latin) and develop our understanding of drama as
religious, political, and historical spectacle. With this background in place, we will focus most of our time and attention on the British theater,
from its beginnings to Marlowe. Our material will span many centuries, and we will situate the dramatic works within their historical and cultural
contexts, partly through the use of art, music, and other media. The objective of this course is to enable students to understand a general outline
of English drama. More importantly, our aim is to breathe life into works which were written to be performed and enjoyed in a social environment.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can read, watch, or listen to a drama in English and understand its key features.

Students can identify and explain key archetypes and issues related to the material in
English.

Students can compare and contrast the key features of different dramas in English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final exam in office consultation.

定期試験
Final Exam

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find
out what assignments are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
None.

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
　Prints

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数英米文学研究ＩＩＢ 2単位

授業形態（副）

210C2-2340-o2
David Ramsey

授業コード 20430 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1. Introduction to Shakespeare and Elizabethan culture and history
2. Classical precedents for Elizabethan drama
3. Hamlet; introduction and focus on soliloquy, metaphors
4. Hamlet; focus on classical revenge tragedy traditions vs. Christian values
5. The Tempest; introduction and focus on historical issues
6. The Tempest; focus on psychology, social issues, and comedy of forgiveness
7. Romeo and Juliet; introduction and forbidden fruit archetype
8. Romeo and Juliet; focus on soliloquy, metaphors
9. Romeo and Juliet; focus on cultural, social issues and revisionism
10. Jacobean decadence and Restoration comedy
11. Victorian era introduction; Wilde, The Importance of Being Earnest
12. Wilde, The Importance of Being Earnest; comedy of manners, comedy of errors
13. Edwardian, Georgian eras introduction; Shaw, Pygmalion / My Fair Lady
14. Shaw, Pygmalion / My Fair Lady; comedy of manners, comedy of errors
15. Identity and social development in drama; review

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

Reports and short assignments: 30%

Quizzes and final exam: 40%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can fill in a timeline that maps out author, title, and key critical points of major
dramatic works in English.

Students can present their own thoughts about the material via writing and discussion in
English.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 30%

This course continues our introduction to English drama; we will begin with Shakespeare, the most important and influential of English writers. We
will then look briefly at the major dramatic issues of the 17th and 18th centuries, and finish with the 19th and 20th centuries. Most of our time
will be spent on works written for the British theater, but we may also look at some American works as well. Our material will span many centuries,
and we will situate the dramatic works within their historical and cultural contexts, partly through the use of art, music, maps, coins, and other
media.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can read, watch, or listen to a drama in English and understand its key features.

Students can identify and explain key archetypes and issues related to the material in
English.

Students can compare and contrast the key features of different dramas in English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final exam in office consultation.

定期試験
Final Exam

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find
out what assignments are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
None.

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
　Prints

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数英米文学研究ＩＩＩＡ 2単位

授業形態（副）

210C2-2340-o2
松井　かや

授業コード 20440 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. この授業の概要、作家と作品の紹介、時代背景について
2. Katherine Mansfield, “A Cup of Tea” ①フェミニズムと〈新しい女〉
3. Katherine Mansfield, “A Cup of Tea” ②英国文化と階級
4. Katherine Mansfield, “A Cup of Tea” ③自由間接話法
5. Katherine Mansfield, “A Cup of Tea” ④部屋とインテリア
6. Katherine Mansfield, “A Cup of Tea” ⑤作品の構造・工夫
7. 〈家庭の天使〉との格闘：Virginia Woolfのエッセイを読む
8. 女性参政権運動を考える
9. Virginia Woolf, "The Legacy" ①視点
10. Virginia Woolf, "The Legacy" ②女性の社会進出
11. Virginia Woolf, "The Legacy" ③日記という形式
12. Virginia Woolf, "The Legacy" ④新しい思想
13. Virginia Woolf, "The Legacy" ⑤結末の解釈
14. モダニズムの作家たちとフェミニズム
15. まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／2／3／4

課題・小テスト　15％

最終課題　60％

１

４

５

思考・判断・表現力／主体性個々のテーマについて論理的に考え、意見を述べたり、作品を分析したりすることができる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　25%

本授業は、20世紀の2人の女性作家（Katherine Mansfield, Virginia Woolf）の短篇小説の精読を通してフェミニズムの思想を知り、その歴史と女性の文学について
考えること、また、社会背景や文化、小説の技法等、作品を構成する要素に着目し、それらを踏まえて作品分析の方法を修得することを目的とする。授業では、原文
テクストを丁寧に読み進めると同時に、様々なディスカッション・ポイントを提示する。受講者間での意見交換を通して時代や思想、作品への理解を深め、それらと
現代との接点について考察する。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

知識・技能

原文を正確に理解し、ふさわしい訳語を選ぶことができる。

20世紀の英国の状況やフェミニズムの思想について説明できる。

文学の様々な表現技法について知り、その効果について説明できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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試験終了後、必要に応じて解説等を行う。

定期試験
16　最終試験

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
・辞書必携。必ず十分な予習をして授業に臨むこと。
・授業に積極的に参加すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
・テクストの指定された範囲を授業前に読み、和訳し、内容を把握しておく（1.5時間）。
・指示に応じて事前課題に取り組む（15分）。
・授業で紹介される様々な資料を参考に、自分でも文献に当たるなどして積極的に学びを深める。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
なし。テキストとしてプリントを配付する。
＜参考書等＞
ヴァージニア・ウルフ『自分ひとりの部屋』（片山亜紀訳・平凡社ライブラリー）
その他、授業で随時紹介する

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数英米文学研究ＩＩＩＢ 2単位

授業形態（副）

210C2-2340-o2
松井　かや

授業コード 20450 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. イントロダクション：イギリス文学とアイルランド文学
2. ジェイン・オースティンの小説とその映画化作品
3. ジェイン・オースティンの小説から生まれる小説とその映画化作品
4. メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』
5. ケネス・ブラナー『フランケンシュタイン』
6. ハイファ・アル＝マンスール『メアリーの総て』
7. カズオ・イシグロ『日の名残り』
8. ジェームズ・アイヴォリー『日の名残り』
9. アイルランドの歴史を知る：ケン・ローチ『麦の穂をゆらす風』
10. ジェイムズ・ジョイス「イヴリン」
11. コルム・トビーン『ブルックリン』
12. ジョン・クローリー『ブルックリン』
13. ジョン・カーニー『Once ダブリンの街角で』
14. ジェイムズ・ジョイス「死者たち」とジョン・ヒューストン『ザ・デッド—ダブリン市民より—』
15. まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

毎回のコメント（小レポート）　20％

最終課題（レポート）　60％

１

４

５

思考・判断・表現力／主体性個々の作品やテーマについて論理的に考え、それを文章で表現することができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20％

本授業では、「小説と映画」と題し、イギリスおよびアイルランド文学のいくつかの作品とそのアダプテーション作品（小説や映画）の検討を通して、作品の受容に
ついて、また、時代の流れの中で作品がどのような変容を遂げるのかについて考察する。オリジナルの作品とアダプテーション作品について、その関係性を理解し、
そこに生まれる効果や可能性に気づく批評眼を養うことを目的とする。作品自体を映像化したものだけでなく、その周辺（作者など）をも取り込むような映像作品も
取り上げ、その今日的意義についても考えたい。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

イギリスとアイルランドの文学とその特徴について説明できる。

アダプテーションと間テクスト性について理解し、説明できる。

作品と時代との関わりを理解し、それを踏まえて作品を読解・解釈することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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課題提出後、必要に応じてフィードバックを行う。

定期試験
16.　最終課題（レポート）提出

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
授業で英文を読むので、辞書必携。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
授業で取り上げられる作家や作品について事前に調べる（30分）。
授業後、当日中に小レポート（コメント）をmanabaで提出する（15分）。
指示に応じて、授業に関連する資料を読んだり、動画を視聴したりする（30分〜1時間）。
授業の内容を踏まえ、関心のある事柄についてさらに調べるなどして、積極的に学びを深めること。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
〈必携書〉
なし。資料を配布予定。
〈参考書等〉
授業にて指示する。

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数英米文学研究ＶＡ 2単位

授業形態（副） ２演習

210C3-3400-o2
David Ramsey

授業コード 20480 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1.	Introduction: history and biography
2.	“The Maypole of Merry Mount”: sources
3.	“The Maypole of Merry Mount”: close reading and analysis
4.	“The Maypole of Merry Mount”: scholarship and criticism
5.	“Roger Malvin’s Burial”: sources, close reading and analysis
6.	“Roger Malvin’s Burial”: scholarship and criticism
7.	“The Duston Family”: sources, close reading and analysis
8.	“The Duston Family”: scholarship and criticism
9.	“The Birthmark”: sources, close reading and analysis
10.	“The Birthmark”: scholarship and criticism
11.	“Rappaccini’s Daughter”: sources,
12.	“Rappaccini’s Daughter”: close reading and analysis
13.	“Rappaccini’s Daughter”: scholarship and criticism
14.	Review of primary texts
15.	Review of secondary texts, final project preparation

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

Quizzes and short assignments: 30%

Presentations and final report: 40%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 30%

The 19th century saw The United States grow geographically and economically across the American continent, presaging the superpower it would become
in the 20th.  One of the most important authors during this period is Nathaniel Hawthorne, and this class looks closely at American history and short
stories that involve important social issues concerning colonization, race, and gender. We will closely read these stories, and we will consider
their historical sources, as well as relevant scholarship and criticism—including approaches from the fields of history, psychology, and race and
gender studies. Art, film, and music will also be studied to situate the stories in a broader, more comprehensive and enjoyable cultural frame.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to recognize and explain in English important American historical
events, issues and cultural archetypes, and connect these with the stories we read.

Students will be able to recognize and apply in English different critical approaches that
reveal the cultural and ideological significance of this history and these stories.

Students will be able to recognize and explain in English depictions of this history and these
stories in art, music, film, and later literary treatments.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final exam in office consultation.

定期試験
Final presentation and report

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find
out what assignments are due.  Maximum enrollment is 10 students; priority will be given to students in the literature course and to those writing
literature sotsurons.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
None.

必携書（教科書販売以外）
Prints; depending upon enrollment, students may be asked to order one paperback together.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数英米文学研究ＶＢ 2単位

授業形態（副） ２演習

210C3-3400-o2
David Ramsey

授業コード 20490 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1.	Introduction: historical background
2.	Phillis Wheatley, selected poems: close reading and criticism
3.	The Autobiography of Frederick Douglass: close reading and analysis
4.	The Autobiography of Frederick Douglass: scholarship and criticism
5.	Du Bois, selected texts: sources, close reading and analysis
6.	Du Bois, selected texts: scholarship and criticism
7.	Larsen, Passing: sources, close reading and analysis
8.	Larsen, Passing: scholarship and criticism
9.	Brooks, selected poems: sources, close reading and analysis
10.	Brooks, selected poems: scholarship and criticism
11.	King, “I Have a Dream”: history, close reading and analysis
12.	King, “I Have a Dream”: scholarship and criticism
13.	Toni Morrison, selected texts: close reading and analysis
14.	Toni Morrison: scholarship and criticism
15.	BLM and African American voices today

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

Quizzes and short assignments: 30%

Presentations and final report: 40%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 30%

The United States is often celebrated for its multi-racial and multicultural identity.  At the same time, such diversity can cause social conflict,
and the beginnings of the American Republic were founded on colonization and slavery. This class considers some classic texts from the African
American tradition and situates them within their historical and cultural contexts. We will closely read these texts, and we will consider their
historical sources, as well as relevant scholarship and criticism—including approaches from the fields of history, race and gender studies.  Art,
film, and music will also be studied to situate the texts in a broader, more comprehensive and enjoyable cultural frame.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to recognize and explain in English important historical events, issues
and cultural archetypes found in the texts we read.

Students will be able to recognize and apply in English different critical approaches that
reveal the cultural and ideological significance of these texts.

Students will be able to recognize and explain in English depictions of these texts in art,
music, film, and later literary treatments.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final exam in office consultation.

定期試験
Final presentation and report

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find
out what assignments are due.  Maximum enrollment is 10 students; priority will be given to students in the literature course and to those writing
literature sotsurons.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
None.

必携書（教科書販売以外）
Prints; depending upon enrollment, students may be asked to order one paperback together..

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数英米文学研究ＶＩＡ 2単位

授業形態（副）

210C3-3400-o2
松井　かや

授業コード 20500 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. イントロダクション、アイルランド概観、オコナーという作家について
2. “First Confession” ① アイルランドと宗教の問題
3. “First Confession” ② カトリックの「秘跡」
4. “First Confession” ③ アイルランド英語とその表現
5. “First Confession” ④ 間テクスト性
6. “First Confession” ⑤ 解釈
7. 映画に見るアイルランドと／のカトリック
8. “The Wreath” ① 語りの技法
9. “The Wreath” ② 不在をめぐって
10. “The Wreath” ③ 神父という存在
11. “The Wreath” ④ アイルランドの／と「トラベラーズ」
12. “The Wreath” ⑤ 愛のかたち
13. “The Wreath” ⑥ 解釈
14. "The Wreath" ⑦ 他の作品との関連・比較
15. まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／4／5

1／2／3／4／5

課題・小テスト　20％

最終課題　60％

１

４

５

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

作者や作品の意義について自分なりの見解を持ち、それを自身の言葉で説明できる。

個々のテーマについて論理的に考え、作品を分析・批評することができる。

1／2／3／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20%

本授業では、20世紀のアイルランドの作家 Frank O'Connor の短編小説の精読を通して、アイルランドの歴史や文化、アイルランド文学の特質について理解し、それ
らを踏まえて自分で作品を分析・批評する方法を修得することを目的とする。また、アイルランドに関連する映画やこの国の他の作家・作品にも触れ、様々な観点か
らこの国を眺めることで、他の国や自国の文化や社会を相対的に捉える視点も身に付ける。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

知識・技能

原文を正確に理解し、ふさわしい訳語を選ぶことができる。

アイルランドの歴史や文化について、その基本情報を説明できる。

アイルランド文学の特質について説明できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

101 / 324



2022/4/18

試験終了後、必要に応じて解説等を行う。

定期試験
16　最終試験

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
・辞書必携。必ず予習をして授業に臨むこと。
・授業に積極的に参加すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
授業前にテクストの指定された範囲を読み、内容を把握し、和訳できるようにしておく（1.5時間）。
指示に応じて事前課題に取り組む（30分）。
授業後、その回で学んだ内容について整理する（30分）。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
なし。テキストとしてプリントを配付する。
＜参考書等＞
授業中に指示する。

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数英米文学研究ＶＩＢ 2単位

授業形態（副）

210C3-3400-o2
松井　かや

授業コード 20510 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. イントロダクション、作家の紹介
2. “Hand in Glove” ① アングロ・アイリッシュと社交
3. “Hand in Glove” ② ボウエンの社交・交友関係
4. “Hand in Glove” ③ アイリッシュ・ゴシックとモダニズム
5. “Hand in Glove” ④ アイルランドの幽霊物語
6. “Hand in Glove” ⑤  手袋をめぐる作品
7. “The Apple Tree” ① 設定、登場人物の名前
8. “The Apple Tree” ② 眠り
9. “The Apple Tree” ③ トラウマ
10. “The Apple Tree” ④ 結末の解釈
11. "The Shadowy Third" ① 存在と不在
12. "The Shadowy Third" ② 人間関係
13. "The Shadowy Third" ③ 様々な作品に登場する "haunting/ haunted house"
14. "The Shadowy Third" ④ 解釈
15. まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／2／3／4

課題・小テスト　20％

最終課題　60％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性個々のテーマについて論理的に考え、作品を分析・批評することができる。

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み 20%

本授業では、20世紀のアイルランドの作家 Elizabeth Bowen の短編を精読する（"The Shadowy Third"/ "The Apple Tree"/ "Hand in Glove" ）。英文を正確に読
み、時代状況や作家の特徴、作品のテーマなどを理解し、それらを踏まえて作品を分析する力を身に付けることを目的とする。謎めいたゴースト・ストーリーを楽し
みつつ、アングロ・アイリッシュというBowenの出自、彼女が引き継ぐアイルランド文学の伝統や英国のモダニズム作家としての一面にも着目し、他の作家や作品との
関わりについて、特に女性作家たちの繋がりについても考察したい。授業では、訳読と解説、受講者同士での意見交換が中心となる。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／主体性

思考・判断・表現力／主体性

原文を正確に理解し、ふさわしい訳語を選ぶことができる。

20世紀アイルランドとイギリスの文学の特徴について、歴史的・社会的状況を踏まえて説明できる。

作者や作品の意義について自分なりの見解を持ち、それを自身の言葉で説明できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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試験終了後、必要に応じて解説等を行う。

定期試験
16.　最終試験

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
・辞書必携。必ず十分な予習をして授業に臨むこと。
・授業に積極的に参加すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
毎回の授業範囲を事前に読み、内容を把握し、和訳できるようにしておく（1.5時間）。
指示に応じて事前課題に取り組む（30分）。
授業で学んだ内容について、自分でも積極的に文献に当たるなどして知識を深めること。
Bowenの他の作品や、他の作家の作品なども読んでみること。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
〈必携書〉
プリントを配付する。
〈参考書等〉
授業中に指示する。

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数聖書文学Ｉ 2単位

授業形態（副）

210C3-2340-o2
David Ramsey

授業コード 20520 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1.	Introduction and Biblical versions
2.	Creation of the world
3.	Adam and Eve
4.	The Fall
5.	Cain and Abel
6.	Noah’s Flood
7.	The Tower of Babel; Midterm exam
8.	Abraham and Isaac
9.	Jacob and Joseph
10.	Moses, Aaron, and Pharaoh
11.	Samson and Delilah
12.	Solomon
13.	David
14.	Jonah
15.	Review

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／2／3／4

Reports and short assignments：30％

Quizzes and final exam: 40%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students will be able to read and understand different English versions of the Bible,
especially the King James Version (KJV) and the New International Version (NIV).

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 30%

The Bible is the most important book in the history of western culture—influencing not only religion, but every aspect of culture, including
politics, literature, and other arts. This class provides an introduction to the Bible as literature and situates it within its historical and
cultural contexts. We will study important Biblical characters and stories from the Old Testament and learn about their history and their cultural
and religious significance.  Art, film, and music will also be studied to situate the Bible stories in a broader, more comprehensive and enjoyable
cultural frame.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to recognize and explain in English important Biblical characters and
stories from the Old Testament.

Students will be able to explain in English the cultural and religious significance of these
stories and characters.

Students will be able to recognize and explain in English depictions of these characters and
stories in art, music, film, and later literary treatments.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final exam in office consultation.

定期試験
Final exam.

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find
out what assignments are due.  Students must buy and bring to class the Bible version/edition chosen for this course.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
The Holy Bible: New International Version (NIV), Value Thinline.  Zondervan, Lea edition. ISBN: 978-0310448471

必携書（教科書販売以外）
Prints.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数聖書文学ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210C3-3400-o2
David Ramsey

授業コード 20530 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1.	Introduction and Biblical versions
2.	Ecclesiastes and Proverbs (Old Testament)
3.	Psalms and Song of Songs (Old Testament)
4.	The Annunciation
5.	The Nativity
6.	The early life of Christ
7.	Christ and his disciples
8.	Christ’s teachings
9.	Christ’s commandments and the Last Supper
10.	Christ’s crucifixion and resurrection
11.	Spreading the Gospel; persecution and martyrdom
12.	Christmas lesson
13.	Conversion of Constantine
14.	Christian faiths/sects
15.	Review

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

Reports and short assignments: 30%

Quizzes and final exam: 40%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to explain in English key historical events and aspects of Christianity,
including its persecution, its spread, and its different forms.

Students will be able to read and understand different English versions of the Bible,
especially the King James Version (KJV) and the New International Version (NIV).

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 30%

The Bible is the most important book in the history of western culture—influencing not only religion, but every aspect of culture, including
politics, literature, and other arts. This class provides an introduction to the Bible as literature and situates it within its historical and
cultural contexts, with an emphasis on art.  We will read some books from the Old Testament, but focus most of our attention on the life and
teachings of Christ in the New Testament.  We will learn about the historical, cultural and religious significance of the characters and stories
concerning Christ, as well as learn about the history of Christianity. Art, film, and music will also be studied to situate the Bible stories and
historical events in a broader, more comprehensive and enjoyable cultural frame.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to recognize and explain in English important Biblical characters and
stories from the New Testament. Students will be able to explain in English the cultural and
religious significance of these stories and characters.

Students will be able to recognize and explain in English depictions of these characters and
stories in art, music, film, and later literary treatments.

Students will be able to recognize and explain in English the key events in the Life of Christ
and his disciples. Students will be able to explain in English the principles and values of
Christianity.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final exam in office consultation.

定期試験
Final exam.

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find
out what assignments are due.  Maximum enrollment is 10 students; priority will be given to students in the literature course and to those writing
literature sotsurons. Students must buy and bring to class the Bible version/edition chosen for this course.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
The Holy Bible: New International Version (NIV), Value Thinline.  Zondervan, Lea edition. ISBN: 978-0310448471

必携書（教科書販売以外）
Prints.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数英米文学講読Ｉ 2単位

授業形態（副） ２演習

210C3-2340-o2
赤松　佳子

授業コード 20630 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１ I. はじめに
     ① 原書講読のための背景の解説（作者および作品）
２ ② 英文速読法習得の意義の紹介と訓練方法の説明
     ③ 第1回速読・実力テスト

３ II. 各授業の展開（以下のA・B・Cを含む）
      A.  速読の訓練
      B.  原書講読──担当者の口頭発表と受講生全員でのディスカッション
      C.  まとめおよび資料検討
        “The Hurrying of Ludovic” (1) 設定
４    “The Hurrying of Ludovic” (2) 人物
５    “The Hurrying of Ludovic” (3) 転機
６    “Aunt Olivia's Beau” (1) 設定
７    “Aunt Olivia's Beau” (2) 人物
８    “Aunt Olivia's Beau” (3) 転機
９    “Aunt Olivia's Beau" (4) 主題
10    “The Quarantine at Alexander Abraham's” (1) 設定
11    “The Quarantine at Alexander Abraham's” (2) 人物
12    “The Quarantine at Alexander Abraham's” (3) 転機
13    “The Quarantine at Alexander Abraham's” (4) 主題
14 　Rubio and Waterston’s Afterword
 
15 III. 終わりに
     ① 原書のまとめ、 ② 最近の資料や研究方法の検討
　 ③ 第2回速読・実力テスト

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

4

1／2／3

3

速読の達成度 30％

学期末におけるレポート 30％

課題小レポート 10％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性速読法の学習では、内容に応じた適切な読み方をし、1分間に150語を読むことができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

受講態度・授業での担当発表・意見交換 30％

　本授業は、L・M・モンゴメリの短編の原書講読を行い、読破の喜びを知ると共に、文学作品の味わいや文化的背景を理解することを目的とする。また、英文速読法
の習得を目指し、訓練を行うことにより、多読と原書講読への抵抗をなくすための、効果的方法を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／主体性

文学作品の原書講読では、転機を読み取ることができる。

自分なりの視点を定めて読む、口頭発表を通して、内容を掘り下げて理解し、それを言葉で表現すること
ができる。

日加の文化交流や受容関係を理解することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じてmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16　レポート提出

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. 文学作品の原書講読は予習が不可欠。
2. 英文速読は訓練すれば、必ず速く読めるようになるので、他人と比較せず、以前の自分と比べて成長を目指すこと。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）速読については、予習不要。短編小説については、分からない語を辞書を引いて確認し、内容を把握しておく。
（復習）速読については、確認クイズで間違った箇所を読み直し、正解を確認しておく。短編小説は、重要点を振り返っておくこと。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
　Montgomery, L. M.  Chronicles of Avonlea.  Bantam Books, 1988.  ISBN 978-0553213782
   速読のテクストはプリント配付。
＜参考書等＞
　＊受講者各自で入手もしくは図書館で利用すること。
日本カナダ学会編、『はじめて出会うカナダ』（有斐閣）、テリー・神川著、『赤毛のアンの生活事典』(講談社)。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数英米文学講読ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210C3-2340-o2
新野　緑

授業コード 20640 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. イントロダクション： conversation piece誕生の背景
2. Introduction 1: conversation Pieceとは何か
3. Introduction2: オランダ絵画の影響
4. The Schutz Family and Their Friends 1：スチュワート朝からハノーヴァー朝へ
5. The Schutz Family and Their Friends 2：絵画の中の象徴
6. The Strode Family 1：お茶の習慣
7. The Strode Family 2 : 人物の配置
8. Queen Charlotte with Her Two Eldest Sons 1:　王妃の化粧台
9. Queen Charlotte with Her Two Eldest Sons 2:　王妃の二つの顔
10. David Garrick and Mrs. Cibber in Venice Preserv’d：18世紀の演劇
11.The Brockman Family and Friends at Beachborough Manor：イギリスの庭園
12. Mrs. Congreve and Her Children：趣味の洗練と主婦の位置づけ
13. Mr. Ricketts’ Return from Shooting：工業化の時代
14. The Young Trio：子供の表象
15. Conclusion及び試験

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

プレゼンテーション　　10％

学期末試験　  60％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への積極的参加（レスポンスペーパー、授業での発言等）　30％

18世紀のイギリスではconversation pieceと呼ばれる絵画が流行した。家族や友人が集まり、打ち解けた雰囲気の中で会話や趣味を楽しんでいる様子を、そこに描か
れている人物が誰であるかがわかるように描いた絵画である。このconversation pieceの解説書を担当者の発表を中心にしながら、全員で精読する。現代の家族写真
やビデオに似たこれらの絵画に描き込まれた人や物の細部の意味を「読む」方法を学ぶことを通して、イギリスの社会や文化、生活習慣などについて深く理解すると
ともに、言葉で書かれた文学作品における人物や情景の絵画的描写を読み解く方法を身につける。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

英語の文法構造を把握しながら、英文を正しく理解し、内容を的確に要約できる。

英文を通して18世紀イギリスの社会構造や文化についての知識を得る。

絵画表現の意味を読み取る方法を理解し、それを作品解釈に応用できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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第16回目に試験のフィードバックを行う

定期試験
期末試験

試験のフィードバックの方法

niino_midori@m.ndsu.ac.jp

留意事項
辞書を引きながら丁寧に予習をして授業に臨むこと。辞書必携。
テキストで学んだことを、他の絵画や小説などにも当てはめて考えてみましょう。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）難しい単語やイディオムを辞書で調べ、ワークシートの問題に答えておくこと(６０分）
（復習）授業内容について復習し、英語表現や内容を確認しておく（３０分）
（その他）プレゼンテーションの方法等については初回授業で詳しく説明するので、それに従って準備をすること

必携書（教科書販売）
Clair Hughes, The English Family Portrait.　英宝社、1997.  ISBN 4-269-12026-6

必携書（教科書販売以外）
その他必要な参考書は教室で適宜紹介する。

オフィスアワー
随時。メール等で対応する。対面を希望する場合は、事前にメールで連絡して予約してください。

連絡先
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単位数英米文学講読ＩＩＩ 2単位

授業形態（副）

210C3-3400-o2
新野　緑

授業コード 20650 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. 授業の進め方の説明及び作家紹介
2. Chapter 1:  幼少期の孤独—風景描写の意味
3. Chapter 2:  赤い部屋—色彩の意味
4. Chapter 5:  慈善学校の実態—Lowood Institute
5. Chapter 6:  ヒロインの精神成長—Miss TempleとHelen Burns
6. Chapter 10:  ガヴァネスという職業
7. Chapter 12:  19世紀的フェミニズムとは何か
8. Chapter 17:  社会階層と格差—RochesterとBlanche Ingram
9. Chapter 20:  ゴシック的展開
10. Chapter 21:  過去との和解
11. Chapter 24:  身分違いの結婚の落とし穴
12. Chapter 26:  クレオールの表象—Bertha Mason
13. Chapter 28:  人生の再出発—Moor House
14. Chapter 34:  女性のミッショナリーと恋愛
15. Chapter 37:  結末の意味

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

プレゼンテーション　　10%

学期末試験　 60%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への積極的参加（レスポンスペーパー、授業での発言等）　30％

ヴィクトリア朝を代表する女性作家の一人、シャーロット・ブロンテの『ジェイン・エア』を精読する。ヒロインのジェインが自身の生い立ちを一人称で語るこの物
語は、孤独な幼少期を過ごした彼女がガヴァネスとして赴任した屋敷の主人ロチェスターと恋に落ち、様々な障害を乗り越えて身分違いの結婚に至る精神成長の記録
である。男性に依存する従順な「家庭の天使」が女性の理想とされた19世紀に、住み込みの女家庭教師として自立を目指し、階層やジェンダーの格差を否定しつつ
も、ロマンティックな恋愛を成就するヒロインの人生を辿ることで、19世紀イギリスの社会像やジェンダー観を理解するとともに、ジェインとロチェスターが交わす
男女間の知的な会話のテクニックについても考える。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

英語の文法構造を把握しながら、英文を正しく理解し、内容を的確に要約できる

英文を通して19世紀イギリスの階層、ジェンダー、人種についての知識を得る。

作品解釈の様々な観点を理解し、それを実践できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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manaba等を使って適宜フィードバックを行う。

定期試験
16回目に学期末試験を行う。

試験のフィードバックの方法

留意事項
語句の細かいニュアンスが分かる様に、丁寧に辞書を引いて授業に臨んでほしい。
テキストを正確に理解するのみならず、自分なりの解釈や疑問を持って授業に臨み、クラスで積極的に発言してほしい。
授業で取り上げた箇所以外の部分については、翻訳なども利用しながら、内容をフォローしておくこと。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）難しい単語やイディオムを辞書で調べ、自分なりの解釈や疑問点を持って授業に臨むこと（６０分）
（復習）授業内容について復習し、英語表現や内容を確認しておく（３０分）

必携書（教科書販売）
Chalotte Bronte. Jane Eyre. Penguin Classics, 2006. ISBN13: 978-014144114

必携書（教科書販売以外）
参考文献は、教室で適宜指示する。

オフィスアワー
随時。メール等で質問、相談を受け付ける。対面での相談を希望する場合は、事前にメールで予約をとってほしい。

連絡先
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単位数英米文学演習Ｉ [a] 2単位

授業形態（副）

210C1-3400-o2
赤松　佳子

授業コード 20700 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１　Ⅰ．はじめに
　　　1) 作家の生涯の解説
　　　2) 時代及び社会背景の理解
２ 　3) 研究をする上での留意点

　　Ⅱ．作品鑑賞（第I期は第１4章までの予定［変更もあり］）
　　　1) 担当者の発表、2) ディスカッションと作品分析、3) まとめ、の順で毎回、行う。
３　 第1章
４　 第2章
５　 第3章
６　 第4章
７　 第5-6章
８　 第7-8章
９　 第9-10章
10 　第11章
11　 第12章
12　 第13章
13 　第14章

 　Ⅲ．終わりに
14 1) 批評と評価
15 2) 評論の読み方

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／3／4

学期末におけるレポート 50％

課題小レポート 20％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性本作品の時代性と普遍性を見極め、文章で論じることができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

受講態度・授業での担当発表・意見交換 30％

　本授業は、カナダの女性作家L ・M・モンゴメリの『グリーン・ゲイブルズのアン（赤毛のアン）』(Anne of Green Gables, 1908)を精読・鑑賞することを目的とす
る。主人公の孤児の少女の観察力・想像力・表現力を分析し、彼女が直面する困難や可能性を考察する。すなわち、小説に込められた思想と手法を分析し、論じる力
をつける。これらを総合して、作品の背景となるカナダ社会への認識を深め、時代性と普遍性を見極める批評眼を養っていく。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

思考・判断・表現力／主体性

英語で書かれた小説を読解し、転機を解説することができる。

ハンドアウトを作成し、口頭発表を効果的に行うことができる。

作品の背景となるカナダ社会の特性を理解することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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　後日、レポートを評価の解説の上、返却する。

定期試験
16 レポート提出

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. 毎回出席し、予習・復習を必ず行うこと。
2. 附属図書館で指定図書コーナーに置かれている文献を利用し、意見交換に反映させること。
3. 作品に応じた辞書をしっかり引くこと。電子辞書だけに頼るのは不十分。
4. このゼミ以外に文学批評に関わる授業科目を取り、批評力を磨く心構えや意欲を持つこと。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
　授業で指示する。

必携書（教科書販売）
『よくわかる卒論の書き方（第２版）』 白井利明・高橋一郎著, ミネルヴァ書房 ISBN-10: 4623065723

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
Montgomery, L. M.  Anne of Green Gables.  Norton, 2007.  ISBN 9781770497474

＜参考書等＞（図書館で利用可能）
　『「赤毛のアン」の生活事典』（講談社）、『はじめて出会うカナダ』（有斐閣）。その他は授業中に指示する。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数英米文学演習ＩＩ [a] 2単位

授業形態（副）

210C1-3400-o2
赤松　佳子

授業コード 20710 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
第II期
 １　Ⅰ．はじめに
　　　　　作品の前半を振り返って

         II．作品鑑賞（第15章から第38章まで）
　　　　　1) 担当者の発表、2) ディスカッションと作品分析、3) まとめ、の順で毎回行う。
　　 第15-16章
２　 第17-18章
３　 第19-20章
４　 第21-22章
５　 第23-24章
６　 第25-26章
７　 第27-28章
８　 第29-30章
９　 第31-32章
10    第30-34章
11    第35-36章
12    第37-38章

      Ⅲ．終わりに
13    批評と評価
14    評論の読み方①
15    評論の読み方②

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／3／4

学期末におけるレポート 60％

課題小レポート 10％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性本作品の時代性と普遍性を見極め、文章で論じることができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

受講態度・授業での担当発表・意見交換 30％

　本授業は、カナダの女性作家L ・M・モンゴメリの『グリーン・ゲイブルズのアン（赤毛のアン）』(Anne of Green Gables, 1908)を精読・鑑賞することを目的とす
る。主人公の孤児の少女の観察力・想像力・表現力を分析し、彼女が直面する困難や可能性を考察する。すなわち、小説に込められた思想と手法を分析し、論じる力
をつける。これらを総合して、作品の背景となるカナダ社会への認識を深め、時代性と普遍性を見極める批評眼を養っていく。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

思考・判断・表現力／主体性

英語で書かれた小説を読解し、転機を解説することができる。

ハンドアウトを作成し、口頭発表を効果的に行うことができる。

作品の背景となるカナダ社会の特性を理解することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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　後日、レポートを評価の解説の上、返却する。

定期試験
16 レポート提出

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. 毎回出席し、予習・復習を必ず行うこと。
2. 附属図書館で指定図書コーナーに置かれている文献を利用し、意見交換に反映させること。
3. 作品に応じた辞書をしっかり引くこと。電子辞書だけに頼るのは不十分。
4. このゼミ以外に文学批評に関わる授業科目を取り、批評力を磨く心構えや意欲を持つこと。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
　授業で指示する。

必携書（教科書販売）
『よくわかる卒論の書き方（第２版）』 白井利明・高橋一郎 著, ミネルヴァ書房 ISBN-10: 4623065723

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
  Montgomery, L. M.  Anne of Green Gables.  Norton, 2007.  ISBN 9781770497474
  上記以外はプリント配付。

＜参考書等＞
　授業中に指示。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数英米文学演習Ｉ [b] 2単位

授業形態（副）

210C1-3400-o2
松井　かや

授業コード 20720 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１. イントロダクション１ 感想の発表、エリザベス・ボウエンに関する基本情報について
２. イントロダクション　２　アイルランドとイギリス
３. The House in Paris, Part 1, Chapter 1 講読：登場人物
４. Chapter 2 講読：子どもの視点
５. Chapter 3 講読：手紙
６. Chapter 4：担当者による発表、ディスカッション
７. Chapter 5：担当者による発表、ディスカッション
８. Part 2, Chapter 1：担当者による発表、ディスカッション
９. Chapter 2：担当者による発表、ディスカッション
10. Chapter 3：担当者による発表、ディスカッション
11.  Chapter 4：担当者による発表、ディスカッション
12. Chapter 5：担当者による発表、ディスカッション
13. Chapter 6：担当者による発表、ディスカッション
14. レポート作成：ピアレビュー
15. レポート提出

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2／3／4

ディスカッションへの参加度　25％

レポート　50%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力与えられたテーマに基づいて小説を分析・批評することができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

プレゼンテーション　25%

本授業は、長編小説の講読・検討を通して、小説の分析方法、および情報や自身の考えを他者に的確に伝達する方法を修得することを目的とする。授業では、アング
ロ・アイリッシュの作家エリザベス・ボウエンの『パリの家』（The House in Paris, 1935）前半を検討し、様々なテーマについて考察する。担当者によるプレゼン
テーションと全員でのディスカッションが中心となる。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

作家と作品について、その時代背景も含めて説明できる。

作品の内容を的確に要約し、自身の見解や解釈を他者と共有することができる。

論理的な文章で自身の考えを他者に伝えることができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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レポート返却時に個別に評価を伝え、必要な指導を行う。

定期試験
16.　レポート返却および講評

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
・ゼミが始まるまでに『批評の教室—チョウのように読み、ハチのように書く』を読んでおくこと。
・辞書必携。十分な予習をして授業に臨むこと。
・テクストをただ読むだけでなく、関連のある事柄について積極的に調べること。
・ディスカッションに積極的に参加すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
テキストの該当範囲を精読し、疑問点や気になるところをまとめておく（2時間）。
関連のある事柄等を積極的に調べ、メモを取っておく（30分）。
テキスト以外の文献や資料に当たることはもちろん、日頃から新聞を読むなどして、自身の関心の幅を広げる努力をする。

必携書（教科書販売）
Elizabeth Bowen, The House in Paris (Vintage Classics) ISBN: 978-0099276487
白井利明・高橋一郎『よくわかる卒論の書き方（第２版）』（ ミネルヴァ書房） ISBN-10: 4623065723
北村紗衣『批評の教室—チョウのように読み、ハチのように書く』（ちくま新書）ISBN-10: 4480074252

必携書（教科書販売以外）
＜参考書等＞
エリザベス・ボウエン『パリの家』（晶文社）
その他、授業で紹介する予定

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先
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単位数英米文学演習ＩＩ [b] 2単位

授業形態（副）

210C1-3400-o2
松井　かや

授業コード 20730 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. 課題に関する発表、ディスカッション
2. The House in Paris, Part 2, Chapter 7 担当者による発表、ディスカッション
3. Chapter 8 担当者による発表、ディスカッション
4. Chapter 9 担当者による発表、ディスカッション
5. Chapter 10 担当者による発表、ディスカッション
6. Chapter 11 担当者による発表、ディスカッション
7. Chapter 12 担当者による発表、ディスカッション
8. 構造の検討：Virginia Woolf, To the Lighthouseとの比較
9. Part 3, Chapter 1 担当者による発表、ディスカッション
10. Chapter 2 担当者による発表、ディスカッション
11. Chapter 3・4 担当者による発表、ディスカッション
12. The House in Parisに関する書評・論文の検討①
13. The House in Parisに関する書評・論文の検討②
14. レポート作成：ピアレビュー
15. レポート提出

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3

1／2／3／4

ディスカッションへの参加度　20％

レポート　60%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性自分でテーマを定めて小説を分析・批評することができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

プレゼンテーション　20%

本授業は、長編小説の講読・検討を通して、小説の分析方法、および情報や自身の考えを他者に的確に伝達する方法を修得することを目的とする。授業では、エリザ
ベス・ボウエンの『パリの家』（The House in Paris, 1935）後半を検討し、様々なテーマについて考察する。担当者によるプレゼンテーションと全員でのディス
カッションが中心となる。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

作家と作品について、その時代背景も含めて説明できる。

作品の内容を的確に要約し、自身の見解や解釈を他者と共有することができる。

論理的な文章で自身の考えを他者に伝えることができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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レポート返却時に個別に評価を伝え、必要な指導を行う。

定期試験
16.　レポート返却および講評

試験のフィードバックの方法

mkaya@m.ndsu.ac.jp

留意事項
・辞書必携。十分な予習をして授業に臨むこと。
・テクストをただ読むだけでなく、関連のある事柄について積極的に調べること。
・ディスカッションに積極的に参加すること。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
テキストの該当範囲を精読し、疑問点や気になるところをまとめておく（2時間）。
関連のある事柄等を積極的に調べ、メモを取っておく（30分）。
テキスト以外の文献や資料に当たることはもちろん、日頃から新聞を読むなどして、自身の関心の幅を広げる努力をすること。

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
『よくわかる卒論の書き方（第２版）』白井利明・高橋一郎　著, ミネルヴァ書房
ISBN-10 : 4623065723　（１期と同じ）

＜参考書等＞
　授業で紹介します

オフィスアワー
木曜5時限

連絡先

122 / 324



2022/4/18

単位数英米文学演習Ｉ [c] 2単位

授業形態（副）

210C1-3400-o2
新野　緑

授業コード 20740 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. オリエンテーション：授業の進め方の説明及び作家紹介
2. Chapter 1: ゴシック小説とパロディ
3. Chapter 2: Bathという場所
4. Chapter 3:ロマンティックな出会い
5. Chapter５:女性同士の友情
6. Chapter 6:ゴシック小説との出会い
7. Chapter ８:舞踏会の意義
8. Chapter 11: proprietyの問題
9. Chapter14 : ピクチャレスク美学とtaste
10. 論文の書き方指導
11. Chapter 20: カントリー・ハウスの改良
12. Chapter 21: ゴシック小説を笑う
13. Chapter 22: 疑惑
14. Chapter 23: 現実に目覚める
15. Ch24: ヒロインの成長？ディスカッション

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／2／3／4

プレゼンテーション　20%

期末レポート       50%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性論文執筆のルールに則り、自分の考えを分かりやすく表現できる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への積極的参加（授業での発言、発表等）　30％

イギリス小説の面白さ、その魅力を、文化や歴史、作家の個性、文体や表現の特質など、さまざまな角度から探ってゆきたい。前期と後期で異なる作家の作品を読
み、全員でディスカッションを重ねる中で、時代やジェンダー、作家の個性の違いなどを実感する。演習Iでは19世紀を代表する女性作家Jane Austenの『ノーサン
ガー・アビー』（Northanger Abbey, 1817）を読む。旅先で知り合って恋した青年の屋敷に招待されたヒロインが、大好きなゴシック小説的展開を期待して失敗を重
ねるコミカルな物語を読みながら、洗練された英語の文体を身につけるとともに、イギリスにおけるカントリー・ハウスの歴史や、ゴシック小説という文学ジャンル
についての知識を深める。また、作品についてのレポートを書く中で、文学論文執筆のルールや論の構築の方法を身につける。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

英語の文法構造を把握しながら、英文を正しく理解し、内容を的確に把握できる。

19世紀イギリスのジェントリー階級を中心とした社会や文化に関する知識を得る。

文学作品の特徴や意義を独自の観点から見出すことができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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適宜授業やmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
第16回目に期末レポートを提出する。

試験のフィードバックの方法

niino_midori@m.ndsu.ac.jp

留意事項
語句の細かいニュアンスが分かる様に、丁寧に辞書を引いて授業に臨んでほしい。
テキストを正確に理解するのみならず、自分なりの解釈や疑問を持って授業に臨み、それらを全員でシェアして考えを深められるよう、積極的に発言してほしい。
文学論文やレポートの基本的な書き方については授業でも指導の時間をもつが、疑問があれば随時質問して、エッセイを書くことに慣れてほしい
授業で取り上げた箇所以外の部分については、翻訳なども利用しながら、内容をフォローしておいてほしい。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）難しい単語やイディオムを辞書で調べ、自分なりの解釈や疑問点を持って授業に臨むこと（６０分）
（復習）授業内容について復習し、英語表現や内容を確認しておく（３０分）

必携書（教科書販売）
白井利明・高橋一郎『よくわかる卒論の書き方』第２版.　ミネルヴァ書房、2013年.　ISBN 978-4-623-06572-1
Jane Austen, Northanger Abbey .  Penguin classics, 2003. ISBN-13:  978-0141439792

必携書（教科書販売以外）
その他必要な参考文献等は適宜授業中に紹介、配布する

オフィスアワー
随時。メール等で質問、相談に応じる。対面での相談を希望する場合は、事前にメールで予約をしてほしい。

連絡先
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単位数英米文学演習ＩＩ [c] 2単位

授業形態（副）

210C1-3400-o2
新野　緑

授業コード 20750 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. 前期レポートに関するフィードバック及びディスカッションとGoldingに関する作家紹介
2. Sound of the Shell(1):　書き出しの妙
3. Sound of the Shell(2):　自然の描写
4. Sound of the Shell(3):　法螺貝の魅力 
5. Sound of the Shell(4):  聖歌隊と悪
6. Sound of the Shell(5):  民主主義の落とし穴
7. Fire on the Moutain(1):　孤独と暴力
8. Fire on the Moutain (2):　獣の正体
9. Huts on the Beach(1):　秩序の崩壊
10. Huts on the Beach(2):　Simonとは何者か
11. Painted Face and Long Hair(1):　砂の城
12. Painted Face and Long Hair(2):　慣習の力
13. Painted Face and Long Hair(3):　豚狩りの意味
14. Painted Face and Long Hair(4):　狼煙と火事
15. まとめ及びディスカッション

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／2／3／4

プレゼンテーション　　20%

期末レポート   50%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性論文執筆のルールに則り、自分の考えを分かりやすく表現できる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への積極的参加（授業での発言、発表等）30％

イギリス小説の面白さ、その魅力を、文化や歴史、作家の個性、文体や表現の特質など、さまざまな角度から探ってゆきたい。前期と後期で異なる作家の作品を読
み、全員でディスカッションを重ねる中で、時代やジェンダー、作家の個性の違いなどを実感する。演習IIでは20世紀を代表するノーベル賞作家William Goldingの
『蠅の王』（Lord of the Flies, 1954）を読む。無人島に漂着した少年たちが、理想の王国の構築を目指しながら、自然の脅威に飲み込まれていく陰惨な未来小説を
読みながら、少年冒険小説の背後に潜む植民地主義について学び、人間性の本質について考える。また、作品についてのレポートを書く中で、文学論文執筆のルール
や論の構築の方法を身につける。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

英語の文法構造を把握しながら、英文を正しく理解し、内容を的確に把握できる

20世紀イギリスの社会や文化に関する知識を得る。

文学作品の特徴や意義を独自の観点から見出すことができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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授業またはmanaba等を通じて、適宜フィードバックを行う。

定期試験
第16回に期末レポートを提出する。

試験のフィードバックの方法

留意事項
語句の細かいニュアンスが分かる様に、丁寧に辞書を引いて授業に臨んでほしい。
テキストを正確に理解するのみならず、自分なりの解釈や疑問を持って授業に臨み、それらを全員でシェアして考えを深められるよう、積極的に発言してほしい。
文学論文やレポートの基本的な書き方については授業でも指導の時間をもつが、疑問があれば随時質問して、エッセイを書くことに慣れてほしい。
授業で取り上げた箇所以外の部分については、翻訳なども利用しながら、内容をフォローしておいてほしい。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）難しい単語やイディオムを辞書で調べ、自分なりの解釈や疑問点を持って授業に臨むこと（６０分）
（復習）授業内容について復習し、英語表現や内容を確認しておく（３０分）

必携書（教科書販売）
William Golding, Lord of the Flies . Penguin, 2006.  ISBN-13 :  978-0399533372

必携書（教科書販売以外）
もう一つの必携書　白井利明・高橋一郎『よくわかる卒論の書き方』第２版.　ミネルヴァ書房、2013年.　ISBN 978-4-623-06572-1に関しては、前期に購入したもの
と同じなので、購入の必要はない。
その他の参考書等については、授業中に適宜紹介、配布する。

オフィスアワー
随時。メール等で質問、相談を受け付ける。対面での質問を希望する場合は、事前にメールで予約してください。

連絡先
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単位数英米文学演習Ｉ [d] 2単位

授業形態（副）

210C1-3400-o2
David Ramsey

授業コード 20760 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1. Introduction to frontier, forbidden fruit archetypes
2. Forbidden fruit in the ancient world
3. Forbidden fruit in the medieval world
4. Introduction to Shakespeare, European Renaissance 
5. Romeo and Juliet: Historical background
6. Romeo and Juliet: Literary precedents
7. Romeo and Juliet: Act 1
8. Romeo and Juliet: Act 2
9. Romeo and Juliet: Act 3
10. Romeo and Juliet: Act 4
11. Romeo and Juliet: Act 5
12. American frontier and identity: race, class, gender, culture
13. American frontier and colonization, immigration, hybridization
14. Romeo and Juliet on the American frontier
15. Preparation for final reports

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

Presentations 25%

Short assignments 20%

Final report 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can apply different critical methods in analyzing the material in English.

Students can present their own thoughts about the material by writing and speaking in English.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation 25%

In this seminar, entitled “Romeo and Juliet on the Frontier,” students will learn about many different examples of the forbidden love archetype. 
Shakespeare’s Romeo and Juliet (drama) and Bernstein’s West Side Story (musical) will provide two of our primary texts, but we will begin our 
investigation in the ancient world and focus primarily on the American experience. In particular, we will look at examples of relationships that 
cross borders or frontiers: cultural, racial, economic, political, among others. America’s multi-racial and multi-cultural heritage (Native 
American, Euro-American, African American, Latina/o, and Asian American) will be foregrounded, and students will understand American identity as the 
result of hybridization. The cultural products that we investigate will include drama, narrative, film, music and art; we will also use maps, coins, 
and other cultural objects to help students “time slip” to different worlds and time periods.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can understand the English materials (texts, video, audio) and can summarize and 
explain their basic concepts in English.

Students can identify and explain in English key archetypes and issues related to the 
material.

Students can compare and contrast in English the key features of the different materials we 
will study.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback by the professor on an ongoing, weekly basis in consultation. Feedback on the final report by the professor and other 
students will occur after reports have been received.

定期試験
Final reports will be due in week 16. During the semester, the professor will provide guidance during the process of researching and writing.

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations 
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon 
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find 
out what assignments are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (3 hours)

必携書（教科書販売）
William Shakespeare, Romeo and Juliet. Ed. Gordon McMullan. Norton Critical Edition. ISBN: 978-0393926262

『よくわかる卒論の書き方』

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
先生より入手
Romeo and Juliet, other texts (in English). Students together will order the same copies of Romeo and Juliet in Japanese.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数英米文学演習ＩＩ [d] 2単位

授業形態（副）

210C1-3400-o2
David Ramsey

授業コード 20770 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1. Review of 1st semester materials and lessons
2. American frontier: racial crossing
3. American frontier: cultural crossing
4. American frontier: class crossing
5. West Side Story: historical background
6. West Side Story: literary precedents
7. West Side Story: cultural stereotypes
8. West Side Story: gender and age stereotypes
9. West Side Story: music and dance
10. West Side Story: critical reception, revisionism
11. American frontier: hegemonic racial passing
12. American frontier: subaltern racial passing
13. American frontier: class passing
14. American frontier: gender bending
15. Preparation for final reports

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

Presentations: 25%

Short assignments: 20%

Final report: 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can apply different critical methods in analyzing the material in English.

Students can present their own thoughts about the material by writing and speaking in English.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 25%

In this seminar, entitled “Romeo and Juliet on the Frontier,” students will learn about many different examples of the forbidden love archetype. 
Shakespeare’s Romeo and Juliet (drama) and Bernstein’s West Side Story (musical) will provide two of our primary texts, but we will begin our 
investigation in the ancient world and focus primarily on the American experience. In particular, we will look at examples of relationships that 
cross borders or frontiers: cultural, racial, economic, political, among others. America’s multi-racial and multi-cultural heritage (Native 
American, Euro-American, African American, Latina/o, and Asian American) will be foregrounded, and students will understand American identity as the 
result of hybridization. The cultural products that we investigate will include drama, narrative, film, music and art; we will also use maps, coins, 
and other cultural objects to help students “time slip” to different worlds and time periods.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can understand the English materials (texts, video, audio) and can summarize and 
explain their basic concepts in English.

Students can identify and explain in English key archetypes and issues related to the 
material.

Students can compare and contrast in English the key features of the different materials we 
will study.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback by the professor on an ongoing, weekly basis in consultation. Feedback on the final report by the professor and other 
students will occur after reports have been received.

定期試験
Final reports will be due in week 16. During the semester, the professor will provide guidance during the process of researching and writing.

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations 
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon 
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find 
out what assignments are due.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (3 hours)

必携書（教科書販売）
William Shakespeare, Romeo and Juliet. Ed. Gordon McMullan. Norton Critical Edition. ISBN: 978-0393926262

『よくわかる卒論の書き方』

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
先生より入手
Romeo and Juliet, other texts (in English). Students together will order the same copies of Romeo and Juliet in Japanese.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数英語学概論Ｉ 2単位

授業形態（副） １講義

210A2-1000-o2
山口　麻衣子、坂口　真理

授業コード 20900 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１−５．意味論ー意味についてー
１．比喩だと気づかれない比喩　（坂口）
２．時間を表す比喩　（坂口）
３．意味を領域として捉える　（坂口）
４．意味を成分に分解する　（坂口）
５．多義性と同音異義語（音声・音韻の知識）（坂口）
６．名詞や動詞の変化形の意味　（坂口）
７.　意味論の総括、中間試験（坂口）
８．　英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語（坂口）

９−１２　統語論ー文の構造についてー
９．文を構成する単位としての句　（文法の知識）（山口）
１０．句の移動　（山口）
１１．自動詞と他動詞　（山口）
１２．辞書を使って分析、実習する　（山口）
１３−１４　話者間の変異　　（山口）
１３．　発音の変異　（音声・音韻の知識）　（山口）
１４．語形成の変異　　　　（山口）
１５．英語の歴史的変遷　　（山口）
１６．定期試験 ( 坂口・山口）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3提出物（数回）　　　４０％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

筆記試験（２回）　　６０％

　英語学の入門。
　我々が普段話していることばには、普段は気付かれないが、「興味をそそる」事実が隠れている。この授業では、どんな「興味をそそる」事実があるのか、また、
そのような事実をどんな方法で発掘していくのか、英語の音声、文法、歴史的変遷を視野に入れながら、解説する。取り扱う言語は、英語と日本語。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

ことばを研究するとはどんなことかを理解する。

自分が理解したことを分かりやすく他人に伝える姿勢を身に付ける。

国際共通語としての英語の文の意味や構造についての理解を深める。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

131 / 324



2022/4/18

採点ずみ答案の返却・答え合わせを行う。

定期試験
第7回　中間試験
第16 回　定期試験
試験は、　対面授業の日に行なう。
そのほかに宿題を数回出題する。

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp (山口）
maris@m.ndsu.ac.jp　（坂口）

留意事項
変更が生じる場合は授業でお知らせする。

後半の山口担当回からは状況に応じてgoogle classroom, zoom等使も用する予定です。後半回が始まる前に折をみてmanabaにリンク等掲載する予定ですので、その際
は必ず山口の担当回までに必要な登録をしておいてください。その後は基本的な授業のアナウンスはgoogle classroomの掲示板を通して行うつもりです。追って
google classroomに山口の担当部分についての詳細スケジュールも載せる予定です。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
〇　毎週　予習 1時間、復習　1.5 時間してください。復習中心に理解を深めてください。
〇　英和辞典を持参のこと。紙の辞書であれば、下記の＜参考書＞（ジーニアス）でなくても構わない。電子辞書は厳禁。

必携書（教科書販売）
　『日英対照　英語学の基礎』2019　ISBN 978-4-87424-600-9 　三原健一、高見健一編　くろしお出版

必携書（教科書販売以外）
上記の教科書以外に、新たに購入が必要な本はない。
＜必携書＞
前半の坂口担当の授業では、教科書を使用せず、ハンドアウト（印刷物）を配布する。上記の教科書は、後半の授業で使用する。

＜参考書等＞
購入の必要はない。
『ジーニアス英和辞典』（第５版）大修館書店。
西光義弘『英語学概論』　くろしお書店。

オフィスアワー
メールで予約や質問を受け付けます。またはzoom授業の前後に質問してください。

連絡先
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単位数英語学概論ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210A2-1000-o2
坂口　真理、山口　麻衣子

授業コード 20920 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
第１回−第６回．音声学・音韻論　—音について—
　第１回：音の分類 （坂口）
　第２回：音声と音素；異音　（坂口）
　第３回：音声と音素；中和　（坂口）
　第４回：音の変化；同化と省略　（坂口）
　第５回：英語の歴史的変遷；語源と音変化　（坂口）
　第６回：音節 （坂口）
　第７回：音声学・音韻論についての総括、中間試験　（坂口）
　第８回：英語の歴史的変遷と国際共通語としての英語（坂口）

第９回−第１４回．形態論　—単語について—
　第９回：派生語；接辞付加　（山口）
　第10回：派生語；複雑な派生語　（山口）
　第11回：複合語；複合語とは　（文法の知識）（山口）
　第12回：複合語；複雑な複合語　（山口）
　第13回：新しい語を創作する；色々な構成方法（文法の知識）（山口）
　第14回：新しい語を創作する；アクセント　（音声の知識）　（山口）
　第15回：形態論の総括　（山口）
 第１６回：定期試験 (坂口・山口）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3宿題数回　　　　　40％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

２回の筆記試験　　60％

　英語学の入門。 
 我々が普段話していることばには、普段は気づかれないが、「興味をそそる」事実が隠れている。この授業では、どんな「興味をそそる」事実があるのか、また、そ
のような事実をどんな方法で発掘していくのか、英語の音声･音韻、文法と歴史的変遷を考慮しながら、解説する。　取り扱う言語は、英語と日本語。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

ことばを研究するとは、どんなことかを理解する。

国際共通語としての英語の音声・音韻や語の形態、構造についての理解を深める。

自分が理解したことをわかりやすく他人に伝える姿勢を身につける。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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宿題は授業の進行に従い、採点し返却する。中間試験も採点し、返却する。
定期試験は、成績確定後、希望者には、返却する。

定期試験
定期試験のほかに、中間試験と宿題数回を課す。中間試験、定期試験は、対面授業の日に行なう。

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp (山口）
maris@m.ndsu.ac.jp ( 坂口）

留意事項
復習をよくすること。
　
後半の山口担当回からは状況に応じてgoogle classroom、zoomを使用する予定です。後半回が始まる前に折をみてmanabaにリンク等掲載する予定ですので、その際は
必ず山口の担当回までに必要な登録をしておいてください。その後は基本的な授業のアナウンスはgoogle classroomの掲示板を通して行うつもりです。追ってgoogle 
classroomに山口の担当部分についての詳細スケジュールも載せる予定です。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
質問があれば、office hourを利用して聞いてください。
　毎週　予習 1時間、復習　1.5 時間してください。復習中心に理解を深めてください。
　〇　英和辞典を持参のこと。紙の辞書であれば、下記の＜参考書＞（ジーニアス）でなくても構わない。電子辞書は厳禁。

必携書（教科書販売）
『日英対照　英語学の基礎』2019　ISBN 978-4-87424-600-9 　三原健一、高見健一編　くろしお出版
　前期と同じものを使用します。すでに購入した人は再購入の必要はありません。

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞ 
 前半の坂口担当の授業では、教科書は使用せず、ハンドアウト（印刷物）を配布する。 上記の教科書は、後半の授業で用いる。
 ＜参考書＞ 
購入する必要はない。
 『ジーニアス英和辞典』第5版　大修館。『英語学概論』西光義弘（編）くろしお出版。

オフィスアワー
メールまたはzoom で質問を受け付けます。

連絡先

134 / 324



2022/4/18

単位数英語史Ｉ 2単位

授業形態（副） ２演習

210D1-3400-o2
坂口　真理

授業コード 20940 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１． 授業の紹介、　ゲルマン語族としての英語
２． インド・ヨーロッパ語族としての英語
３． Linguistic Change in English　（英語における言語変化）
４． Old English (古英語）
５． Anglo-Saxons and Celts (アングロ・サクソン族とケルト族）
６．Angles, Saxon, and Jutes （アングル族、サクソン族、ジュート族） 
７．The Pronunciation of Old　English　（古英語の発音）
８． まとめと中間試験
９． Sound-Changes in Old English　（古英語における音変化）
１０．The Grammar of Old English　（古英語の文法）
１１．Specimens of Old English （古英語の資料）
１２．The Vikings in England　（バイキングの英国上陸）
１３．The Norman Conquest　（1066年）（ノルマン人による征服）
１４．English versus French (英語　対　フランス語）
１５．まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2

宿題・小テスト　２０％

中間試験・定期試験　７０％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

グループ発表 1０％

　イギリスのブリテン島で話されるようになった英語の発達史の基礎を英語で書かれたテキストを読むことによって理解する。また、英語と他の言語（インド・ヨー
ロッパ諸言語、ゲルマン系の言語等）との関係も明らかにする。この授業では、講義形式とグループ発表形式を組み合わせておこなう。
後半で、テキストを読んでグループ発表をしてもらう。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

英語という言語がどのように発達してきたかを理解する。

英語のテキストを読みこなす読解力の基礎づくりを目指す。

テキストで理解したことをハンドアウトにまとめたり、発表したりできる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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採点ずみ答案の返却と答え合わせを行う。

定期試験
１６．定期試験

試験のフィードバックの方法

maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
　この授業では、１年生のときから学習してきた英語の音声・音韻、形態、統語、意味についての総合的な知識が必要となる。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
英語の教科書を使うので、十分予習してきてください。
（予習）　少なくとも　１．５時間
（復習）　少なくとも　１．５時間

必携書（教科書販売）
The Story of English    Charles Barber　英宝社

必携書（教科書販売以外）
授業に必要な文献等はすべて随時プリントを配布する。

オフィスアワー
授業、メール、manaba等で質問を随時受け付けます。

連絡先
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単位数英語史ＩＩ 2単位

授業形態（副） ２演習

210D1-3400-o2
坂口　真理

授業コード 20950 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１．授業の紹介、中英語（1100年-1500年）
２．Changes in Pronunciation　（発音の変化）
３．Middle English Grammar　（中英語の文法）
４．Specimens of Middle English　（中英語の資料）
５．Chaucer 's　Canterbury Tales　（チョーサーのカンタベリー物語）
６．Early Modern English (1600年-1700年）
７．Loan Words from Latin　（ラテン語からの借用語）
８. ここまでのまとめと中間試験
９．Loan Words from other languages（他の言語からの借用語）
１０．Word-Formation　（語形成）
１１．Changes in Pronunciation　（発音の変化）
１２．A Specimen of　Early Modern English　(初期近代英語の資料）
１３．The Dummy Auxiliary　（助動詞do)
１４．English in the scientific age (科学の時代における英語）
１５．まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

宿題・小テスト：２０％

中間試験・定期試験：７０％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

グループ発表：１０％

　第１期に引き続き英語の発達史の基礎を学んでいく。特に２期はNorman Conquest　1066年以降の中英語，初期近代英語、近代英語について学習する。
この授業では、講義形式とグループ発表形式を組み合わせておこなう。
後半で、テキストを読んでグループ発表をしてもらう。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

英語という言語がどのように発達してきたかを理解する。

英語のテキストを読みこなす読解力の基礎づくりを目指す。

テキストで理解したことをハンドアウトにまとめたり、発表したりできる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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随時、授業やmanabaなどでfeedbackを行なう。

定期試験
１６．定期試験

そのほか随時小テストや宿題を出す。

試験のフィードバックの方法

maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
　この授業では、１年生のときから学習してきた英語の音声・音韻、形態、統語、意味についての総合的な知識が必要となる。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
英語でテキストを使うので、十分辞書等をしらべて、予習を行なうこと。
（予習）少なくとも　１．５時間
（復習）少なくとも　１．５時間

必携書（教科書販売）
The Story of English　Charles Barber　　英宝社

必携書（教科書販売以外）
＜参考書等＞
授業に必要な文献等はすべて随時プリントを配布する。

オフィスアワー
随時授業、manabaやメールで質問を受け付けます。

連絡先
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単位数現代言語学概論Ｉ 2単位

授業形態（副）

210D2-3400-o2
齋藤　衛

授業コード 20960 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. 「人間性の鏡」としての言語：言語研究の目的
2. 言語知識と言語習得 
 
3. 言語の音体系 (I)：母音と子音
4. 言語の音体系 (II)：音素と音韻規則
5. 日英語の動詞活用の背後にある音韻規則
6. 方言と「標準語」(I)：「ら抜き」ことば、「え入り」ことばを中心に
7. 言語、方言と言語変化
8. 方言と「標準語」(II)：いわゆる「黒人英語」を中心に
9. ちょっと言語学史
10. 文法知識の生得性 (I)：言語類型論からの考察
11. 言語に共通する文法的特徴
12. 文法知識の生得性 (II)：言語習得からの考察
13. 日英語間の文法上の相違
14. 言語間の相違と幼児の言語習得プロセス
15. 筆記試験、解答例の解説
16. 試験のフィードバック

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2学期末試験 (50%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

宿題 (50%)

　ヒトの言語の基本的な性質と言語学の基礎を学ぶ。我々は、日本語の話者であり、日本語の知識をもつ。ヒトがもつ言語の知識とはどのようなものであるのか。ま
た、ヒトは、その知識をどのように習得するのか。本講義では、日英語の具体的な文法事象を検討しつつ、これらの問いを追求する。日本語の動詞活用、アメリカの
いわゆる「標準英語」と「黒人英語」の比較、日英語の関係節の比較などを題材として取り上げる予定である。総体的な人間研究における言語研究の位置付けについ
ても、随時講義を行う。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

　文法分析の基礎とヒトの言語の基本的な仕組みを学び、説明できる。

　言語間や方言間の相違について、偏見に基づく感情論を排して客観的に考察する視点と知識を身につ
け、具体例の分析に応用できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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宿題と試験については、採点して返却し、解答の説明を行う。

定期試験
定期試験のほかに、数回の宿題を課す。

試験のフィードバックの方法

未定。授業時に知らせる。

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
　準備は特に必要ないが、学期を通して、データの整理と分析の確認を行い、ヒトの言語知識がどのようなものであるかを考えることが要求される。(週２時間程度)

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
授業時に毎回ハンドアウトを配布し、参考文献を紹介する。

オフィスアワー
授業時に、受講者と相談の上、決定する。

連絡先
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単位数現代言語学概論ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210D2-3400-o2
齋藤　衛

授業コード 20970 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. 統語理論がめざすところ
2. 句構造
3. 規則の体系としての言語：句構造規則
4. 下位範疇化のフレームと選択制限
5. 変形規則 (I)： 演算子の移動
6. 変形規則 (II)：主語の位置への移動
7. X' 理論と新たな課題
8. 句構造の精密化 (I)：CP仮説
9. 句構造の精密化 (II)：VP内主語仮説
10. 句構造の精密化 (III)：非対格仮説
11. 移動の局所性
12. 名詞句間の指示関係：束縛理論
13. 名詞句の分布：格理論
14. 格付与と演算子移動の局所性
15. 筆記試験、解答例解説
16. 試験のフィードバック、理論とは？

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2学期末試験 (60%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

宿題 (40%)

　統語論の基礎を学び、理論そして理論を発展させる研究とはどういうものなのかを考える。具体的には、1970年代の研究に基づいて、チョムスキーの原理とパラメ
ターの理論が形成されていく過程を追体験しつつ、どのようなデータが理論を発展させる契機となりうるのか、また、そのようなデータに基づいていかに理論的問題
を設定し、解決の方向性を探っていくべきなのかを共に考えていく。英語のデータを中心に講義を進めるが、随時日本語のデータも紹介して、理論の普遍性を検証す
る。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

具体的な統語分析を行い、分析が提示する理論的な問題について説明することができる。

科学的な考察、研究とはいかなるものであるかを説明できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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宿題、筆記試験は、採点して返却し、授業時に解説を行う。

定期試験
筆記試験のほかに、数回の宿題を課する。

試験のフィードバックの方法

４月以降に知らせる。

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
　授業では、議論を積み上げて、得られた結論を統合しながら、統語理論が形成されていく過程を説明するので、復習は怠らないこと。理解を助けるための宿題を数
回提出してもらう。(週３時間)

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
＜参考文献＞
中村 捷、金子義明、菊地 朗著『生成文法の基礎』、研究社出版、1989.
毎回、ハンドアウトを配布する。

オフィスアワー
４月以降に知らせる。

連絡先
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単位数英語音声学 2単位

授業形態（副）

210D3-1000-o2
伊藤　豊美

授業コード 20980 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
県立高等学校教諭15年間の経験並びに教育委員会における指導主事としての経験から、音声学の理論的側面を踏まえながら、学生の実態に応じた指導法を工夫して、
学生が将来、英語を用いていく上で必要となるであろう実践的音声技能の習得を促す。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1 英語の音声を学ぶにあたっての留意事項
2 母音・半母音・二重母音
3 有声子音
4 無声子音
5 子音連鎖
6 強勢／音節(1)　リズム
7 強勢／音節(2)　イントネーション
8 音のつながり(1)　連結
9 音のつながり(2)　閉鎖音脱落
10 音のつながり(3) 弱化
11 音のつながり(4) 同化
12 機能語の弱形と強形
13 センスグループとポーズ
14 合成語・名詞連続
15 話者の意図とイントネーション

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2

中間テスト40%

期末テスト40%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への参加度20%

　英語音声の種類、発音の仕組みについて学び、テープ、CDによる英語の音を聴き、その音の区別の練習をする。また、発音表記記号を学び、それによる発音ができ
るように練習する。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

音声学の基礎的理論が理解できる。

英語音声とその音声記号を理解できる。

英語音声の識別ができ、それぞれの音を正しく発音できる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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後日、解答を掲示。

定期試験
定期試験

試験のフィードバックの方法

itoh@post.ndsu.ac.jp

留意事項
毎回、LL機器を用いて演習を実施する。講義で学んだ内容を、教科書付属のCDを用いて、各自で十分な復習を行うこと。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）講義で解説した章の練習問題を、教科書付属のCDを聞いて解答しておく。(60分）
（復習）練習問題で間違った箇所を中心に、集中的に音声練習をする。(60分）

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
英語音声学への扉，今井由美子，英宝社

必携書（教科書販売以外）
＜参考書等＞
　プリントなどを配布

オフィスアワー
月曜日5限

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＩＡ 2単位

授業形態（副） １講義

210D2-2340-o2
木津　弥佳

授業コード 21000 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１　母語獲得とは？
２　名詞と動詞の獲得
３　言語獲得の研究方法
４　格助詞・語順・動詞の屈折の獲得
５　動詞の自他・受動態・使役文の獲得
６　インプットの役割
７　言語獲得理論：普遍文法の観点から
８　第二言語習得とは？
９　中間言語と転移
10　エラー分析
11　第二言語習得順序
12　認知能力、インププット、UGの関与
13　学習者要因と到達度
14　フォーカス・オン・フォーム
15　その他の仮説

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1／2／3

課題・発表　30%

定期試験またはレポート　50%

１

４

５

2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20%

　本授業では、ことばがどのように習得されるのかを、母語獲得と第二言語習得の観点から学んでいく。母語獲得については主に日本語を、第二言語習得については
主に英語を題材として扱う。ただし、それぞれの個別言語の習得に見られる独自性ではなく、すべての言語に当てはまる普遍的な特性について考察することを目的と
する。
　授業の進め方としては、教科書の指定箇所を読み、あらかじめ考えておいた確認問題の回答についてクラスでディスカッションを行う。また、教科書の既習章のま
とめを発表し、各章で述べられた内容について理解を深める。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

言語習得に関する基礎的な事実と分析を記述・説明することができる。

聞き手にわかりやすく説明する力と発表・発言力が身につく。

論理的な考え方と建設的批判を行うことができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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フィードバックはmanaba folioまたは必要に応じて個別対応で行う。

定期試験
16週目に試験またはレポート提出

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
配布されたハンドアウトをよく読み、問題の回答を考えておく。(1.5時間）
考えてきた回答を授業中にわかりやすく発表し、他の人の考えに対して発言することが期待されています。

必携書（教科書販売）
ハンドアウトを使用します。

必携書（教科書販売以外）
『ことばの習得：母語獲得と第二言語習得』　鈴木孝明・白畑知彦　著, くろしお出版
ISBN978-4-87424-544-6

オフィスアワー
随時電子メール等でアポイントメント・質問を受け付けます。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＩＢ 2単位

授業形態（副）

210D2-2340-o2
木津　弥佳

授業コード 21010 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１　Introduction: Definitions and background
２　Deixis and distance
３　Reference and inference
４　Presupposition and entailment
５　Cooperation and implicature
６　Speech acts and events 1: IFIDs, Felicity conditions, performative hypothesis
７　Speech acts and events 2: classification, direct vs. indirect, speech events
８　Politeness and interaction 1: negative vs. positive face, off and on record
９　Politeness and interaction 2: politeness strategies, pre-sequences
10　Conversation and preference structure
11　Discourse and culture
12　How to do research and presentation
13　Research methods
14　Final Presentation & discussion 1
15　Final Presentation & discussion 2

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

課題・発表・小テスト　40%

研究発表　40%

１

４

５

2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20%

本授業では、言語が実際の文脈またはコミュニケーションの中でどのように使われ、何を意味するのかということに焦点を当てた語用論という分野の基本的な考え方
を考察する。主なトピックとして、直示、指示と推論、前提と含意、協調と会話の推意、発話行為、ポライトネス、談話と文化などを扱う。授業の進め方としては、
毎週英文のテキスト（８ページ程度）のまとめを発表し、そのトピックに関連した言語データを授業で分析する。また、学期の後半では、授業で学んだことを基盤と
してグループで課題を設定し、それについて分析、発表する。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

語用論の理論に基づき、実際に使われている言語データを記述・説明することができる。

聞き手にわかりやすく説明する力と発表・発言力が身につく。

論理的な考え方と建設的批判を行うことができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力

147 / 324



2022/4/18

発表後に口頭でフィードバックを行う。

定期試験
研究発表を行う。使用したハンドアウト・スライドを発表後のフィードバックを考慮して書き直し、提出すること。

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
発表担当者は、英文テキストに書かれたことをまとめて日本語でレジュメを作成し、授業で発表してもらいます。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
指定されたテキストの箇所を必ず読んでから出席すること。（２時間）

必携書（教科書販売）
Yule, G. (1996) Pragmatics. Oxford Introduction to Language Study, Oxford University Press.
ISBN978-0-19-437207-7

必携書（教科書販売以外）
特になし。

オフィスアワー
随時電子メール等でアポイントメント・質問を受け付けます。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＩＩＡ 2単位

授業形態（副） ２演習

210D2-2340-o2
森山　倭成

授業コード 21020 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. オリエンテーション
2.　第１章　文法とは？
3.　第２章　統語構造とは？ (2.1. 句構造〜)
4.　第２章　統語構造とは？ (2.3. 助動詞を持つ節と助動詞を持たない小節〜)
5.　第２章　統語構造とは？ (2.4. 発音されない代名詞PRO〜)
6.　第３章 変形規則とは？ (3.1. 深層構造と表層構造)
7.　第３章 変形規則とは？ (3.3. 変形規則の順序づけ〜)
8.　第３章 変形規則とは？ (3.5. 変形規則に関わる一般的条件〜)
9.　第３章 変形規則とは？ (3.5.4. 移動規則の境界性〜)
10.　第４章　意味解釈規則とは？ (4.1. 代名詞の意味解釈〜)
11.　第４章　意味解釈規則とは？ (4.2. 表層構造に関わる意味解釈〜)
12.　第４章　意味解釈規則とは？ (4.3. 作用域の意味解釈〜)
13.　第４章　意味解釈規則とは？ (4.4. 痕跡理論の誕生〜)
14.　第４章　意味解釈規則とは？ (4.5. 作用域の意味解釈と論理形式〜)　
15.　まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

中間レポート 40%

期末レポート 40％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

発言などによる授業への貢献 20%

　この授業では、主に生成文法の初期（1950年代から1970年代）に提案された理論を学ぶことで、統語論の考え方を理解し、英語や日本語などの自然言語で観察され
る基本的な文法現象を分析する方法を身につけます。この理論で説明できる文法現象だけでなく、説明できない文法現象についても考える機会を持ちます。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

個別言語の文法現象を観察・記述することができる。

個別言語の文法現象を理論に基づいて論理的に説明することができる。

ある仮説にとってサポートとなるデータや問題となるデータを自分なりに作例することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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フィードバックは後日個別に行ないます。

定期試験
レポートは第16週目に提出してください。

試験のフィードバックの方法

s1805[at]m.ndsu.ac.jp ([at]は@に置き換えてください。)

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
授業後に教科書を読んで毎回の学習内容を復習しておくこと。（約１時間）

必携書（教科書販売）
『問題を通して学ぶ 生成文法』, 2008年, ISBN978-4089476-390-6, 阿部潤, ひつじ書房

必携書（教科書販売以外）
＜必携＞
英和辞典（電子辞書可）

オフィスアワー
質問は授業後またはメールで受け付けます。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＩＩＢ 2単位

授業形態（副） ２演習

210D2-2340-o2
森山　倭成

授業コード 21030 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. オリエンテーション
2.　第１章　チョムスキーの生成文法理論
3.　第２章　X'理論 (2.1. X'理論誕生の経緯〜)
4.　第２章　X'理論 (2.3. 範疇選択と意味選択〜)
5.　第２章　X'理論 (2.4. 文の内部構造〜)
6.　第２章　X'理論 (2.6. 名詞句の内部構造〜)
7.　第３章 Move α理論 (3.1. Move α理論とは？〜)
8.　第３章 Move α理論 (3.2. 操作詞移動？〜)
9.　第３章 Move α理論 (3.3. 格移動〜)
10.　第４章　束縛理論 (4.1. 束縛条件〜)
11.　第４章　束縛理論 (4.2. 統率理論〜)
12.　第４章　束縛理論 (4.3. 利用可能な「主語」〜)
13.　第４章　束縛理論 (4.5. 束縛理論に基づく空範疇の分類〜)
14.　第４章　束縛理論 (4.6. 痕跡の分布〜)
15.　まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

中間レポート 40%

期末レポート 40％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

発言などによる授業への貢献 20%

　この授業では、主に1970年代から1980年代に提案された理論を学ぶことで、統語論の考え方を理解し、英語や日本語などの自然言語で観察される基本的な文法現象
を分析する方法を身につけます。この理論で説明できる文法現象だけでなく、説明できない文法現象についても考える機会を持ちます。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

個別言語の文法現象を観察・記述し、一般化することができる。

個別言語の文法現象を理論に基づいて正しく分析し、論理的に説明することができる。

ある仮説にとってサポートとなるデータや問題となるデータを的確に作例することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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フィードバックは後日個別に行ないます。

定期試験
レポートは第16週目に提出してください。

試験のフィードバックの方法

s1805[at]m.ndsu.ac.jp ([at]は@に置き換えてください。)

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
授業後に教科書を読んで毎回の学習内容を復習しておくこと。（約１時間）

必携書（教科書販売）
『生成統語論入門』, 2016年, ISBN978-4-7589-1821-3, 阿部潤, 開拓社

必携書（教科書販売以外）
＜必携＞
英和辞典（電子辞書可）

オフィスアワー
質問は授業後またはメールで受け付けます。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＩＩＩＡ 2単位

授業形態（副）

210D2-2340-o2
齋藤　衛

授業コード 21040 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. 序：日英語比較統語論のめざすところ
2. 自由語順と句構造
3. 文の基本構造と意味役割
4. 受動文と繰り上げ文
5. 日本語の複合動詞文 (I)：受動文、可能文
6. 英語における小節
7. 日本語の複合動詞文 (II)：使役文
8. コントロールと上昇
9. 代名詞と再帰代名詞
10. 日英語の省略現象：N'省略、VP省略、スルーシング
11. 日英語の省略現象：項省略
12. Wh句と数量詞
13. 日英語の補文標識 (I)：カートグラフィー理論
14. 日英語の補文標識 (II)：補文の意味解釈
15. 筆記試験、解答例解説
16. 試験のフィードバック

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2筆記試験 (70%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

宿題 (30%)

　日英語比較統語論。統語論の知識を補いながら、日英語の文法現象を比較し、検討する。特に、日本語特有の現象に関する研究から、統語理論、そして英語の統語
分析に対してどのような帰結が得られるかを考えていく。句構造、文法格、移動、省略など、さまざまなトピックをとり上げる。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

身近な文法現象を、統語理論を基礎として的確に分析し、その分析の内容を説明できる。

自らの分析に基づいて、統語理論の発展に寄与する提案を行うことができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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宿題、筆記試験については、採点して返却し、解説を行う。

定期試験
筆記試験に加え、数回の宿題に課す。

試験のフィードバックの方法

4月以降に知らせる。

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
教材の熟読、宿題に加え、興味をもった事象について自発的に調べ、考えることが望まれる。(週３時間)

必携書（教科書販売）
岸本秀樹著『ベーシック生成文法』ひつじ書房, 2009. ISBN978-4-89476-426-2.

必携書（教科書販売以外）
Tsujimura, Natsuko, An Introduction to Japanese Linguistics (Second Edition), Blackwell Publishers, 2007.
他にもプリントを配布する。

オフィスアワー
4月以降に知らせる。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＩＩＩＢ 2単位

授業形態（副）

210D2-2340-o2
齋藤　衛

授業コード 21050 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 英語
授業予定一覧
1. 日英語の音
2. 調音位置と調音方法
3. 音韻規則 (I)：同化現象
4. 音韻規則 (II)：削除現象
5. 日本語の動詞活用
6. 無声化と連濁
7. 強勢と音調、英語の強勢
8. 日本語諸方言の音調
9. 音節とモーラ
10. 複合語の音調
11. 日英語のことば遊び
12. 英語の方言
13. 日本語の方言
14. 総復習
15. 筆記試験、解答例解説
16. 試験のフィードバック

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2筆記試験 (60%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

宿題 (40%)

　音韻論の基礎を学びながら、主に日英語の現象を分析していく。音と音素、音韻規則、弁別的素性、強勢と音調、音節とモーラなど、音韻論の基礎的な概念や理論
の構成について学習し、身近な音韻現象の分析ができるようにする。また、日英語の言葉遊びや方言の分析についても、例を示す。この授業は、基本的には英語を使
用言語とするが、毎回、日本語によるまとめも行う。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

身近な音韻現象を、音韻論を基礎として的確に分析し、分析の内容を説明することができる。

英語による授業に参加し、与えられた課題をこなすことができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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宿題と試験は、採点して返却し、解説を行う。

定期試験
筆記試験に加え、宿題を数回課す。

試験のフィードバックの方法

４月以降に知らせる。

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
復習、宿題に加え、興味をもった事象について自発的に調べ、考えることが望まれる。(週３時間)

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Schane, Sanford A., Generative Phonology, Prentice-Hall, 1973.
Tsujimura, Natsuko, An Introduction to Japanese Linguistics (Second Edition), Blackwell Publishers, 1997.
毎回、授業時にハンドアウトを配布する。

オフィスアワー
4月以降に知らせる。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＩＶＡ 2単位

授業形態（副） １講義

210D3-3400-o2
坂口　真理

授業コード 21060 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1.  Introduction
 2.  What Speakers Know about Sentence Meaning ---
          Truth, Entailment, Ambiguity 
 
 3.  Tautology and Contradiction
 4.  Compositional Semantics
 5.  Semantic Rules
 6.  When Compositionality Goes Awry, Anomaly、小テスト
 7.  Metaphor, Idioms
 8.  Lexical Semantics
 9.  Lexical Relations
10.  Semantic Features
11.  Argument Structure
12.  Event vs States
13.  Pragmatics
14.  練習問題
15.  定期試験とまとめ
16. 答え合わせ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2定期試験　           70%

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

宿題と小テスト (随時おこなう)　30%

意味論に関する入門的な英語のテキストを読み、理解することができる。
意味論と語用論における基本的な概念を学習する。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

　英語で書かれた初歩的なテキストを読み理解することができる。

　意味論と語用論における基本的な概念を理解し、分析ができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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小テストや宿題は授業の中で答えあわせし、返却、定期試験についても、成績評価後、希望者に返却する。

定期試験
定期試験のほかに、宿題や小テストを随時行なう。定期試験と小テストは、対面授業のときに行なう。

試験のフィードバックの方法

maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
英語学, 言語学を専攻する学生にとって1,2年生で学習した専門分野の知識を発展させるコースである。しっかりと身につけてほしい。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
英語のテキストを読むので、わからない単語は辞書で調べて、よく予習してくること。
(予習）　少なくとも1.5　時間
(復習）　少なくとも1.5　時間

必携書（教科書販売）
使用しない。

必携書（教科書販売以外）
授業で読む資料は、すべて担当者が用意する。
参考書は以下のものだが、授業担当者が資料を用意するので、購入の必要はない。
Victoria Fromkin, Robert Rodman, and Nina Hyams. 
An Introduction to Language, tenth edition.WadsWorth.

オフィスアワー
manaba や emailをとおして、予約や質問を受け付けます。また、授業の前後に質問してください。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＩＶＢ 2単位

授業形態（副） １講義

210D3-3400-o2
坂口　真理

授業コード 21070 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1.　Introduction
 2. The Regularity of Sound Change
 3. Sound Correspondences
 4. Ancestral Protolanguages　
 5. Phonological Change
 6. Phonological Rules, 小テスト
 7. The Great Vowel Shift
 8. Morphological Change
 9. Syntactic Change
10. Lexical Change
11. Addition of New Words
12. Word Coinage,冬休みの課題出題
13. Words from Names
14. まとめと練習
15. 定期試験 と復習
16. 答え合わせ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2定期試験　70%

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

小テスト（随時おこなう）＋宿題レポート（冬休み前に出題）＋授業での発表　30%

本授業は、言語変化についての基本的な概念を理解することを目的とする。言語が時が経つにつれて、どのように変化していくかについて書かれた英語の入門書を読
んでいく。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

言語変化についての入門的な英語の文献を読んで理解することができる。

発表を通して、相手にわかりやすく自分の考えや知識を伝えることができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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小テストは、採点後、答えあわせし、返却する。宿題レポートも冬休み明けに答え合わせをする。
定期試験については、成績確定後、希望者に返却する。

定期試験
定期試験のほかに、小テストとグループ単位での発表と冬休みの宿題レポートを課す。小テストと定期試験は、対面授業のときに行なう。

試験のフィードバックの方法

marisakag@gmail.com
maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
英語学言語学を専攻する学生にとって1,2年生で学習したことを発展させるコースである。しっかりと身につけてほしい。
宿題レポート提出は、定期試験の条件とする。
この授業では、１年生のときから学習してきた英語の音声・音韻、形態、統語、意味についての総合的な知識が必要となる。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
英語の入門書を読むので、よく予習してくること。また、後半では、テキストの内容を発表してもらう。
（予習）　少なくとも　２　時間
（復習）　少なくとも　1.5　時間

必携書（教科書販売）
特になし。

必携書（教科書販売以外）
参考書は以下のものだが、授業担当者が資料を用意するので、購入の必要はない。
Victoria Fromkin, Robert Rodman, and Nina Hyams. 
An Introduction to Language, tenth edition.WadsWorth.

オフィスアワー
manaba や emailをとおして、予約や質問を受け付けます。また、授業の前後に質問してください。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＶＩＡ 2単位

授業形態（副）

210D3-3400-o2
山口　麻衣子

授業コード 21100 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
受講者との相談により授業の進度および内容が変更になる可能性がある。
1 オリエンテーション　分担、文献案内等
2 Introduction to syntax (grammar)1
3 Introduction to syntax (grammar)2
4 Phrase Structure and Constituency 1
5 Phrase Structure and Constituency 2
6 X'-Theory 1
7 X'-Theory 2
8 Case Theory 1 および小テスト
9 Case Theory 2
10 Binding Theory 1
11 Binding Theory 2 
13 Movement 1
14 Movement 2
15 まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2

課題及び発表 30％

期末試験 50%

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組みおよび小テスト 20%

この授業では理論言語学の中でも統語論に焦点を当て、当該分野の論文を読んだり統語論的分析を行うための基礎を学ぶ。基本的に英語の文献を使用して学習する。
毎回指定した箇所を予習し、自分の不明点等や議論したい点等を考えてきたことを持ち寄ってディスカッションを行う。また、授業内外に課題が出る。折をみて各自
の担当箇所を分担してハンドアウト等を作成し、発表もしてもらう予定。その他は適宜小テストを行う。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

理論言語学の基礎となる内容を理解し、使うことができる

論理的な考え方を学び自分の意見を表現できる

分かりやすく人に説明できる

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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希望者には後日解説を行う。

定期試験
16 期末試験については授業内でお知らせする。

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
理論言語学について興味のある方の受講が望ましい。
英語学・言語学研究VIB(後期）とセットでの受講をお勧めする。
予習前提で授業を進めるのでそのつもりで頑張ってほしい。
期末試験に関しては変更の可能性があるが、その際は授業内でお知らせする。

状況によってリアルタイム遠隔になる可能性あり。manabaにgoogle classroomのクラスコード、zoom link等を載せますので早めに登録してください。必要な資料も
manabaやgoogle classroomにUPする予定です。またいずれにしても課題提出は全てgoogle classroom上になります。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習が必須である。しっかりとテキストを熟読し、内容について考えてくること。(最初は2−3時間くらいかかるかもしれない。）
毎回ではないが、自分の担当箇所の発表の際は特にハンドアウト作成等時間がかかるので、十分に準備をしておくこと。(5時間くらいかかるかもしれない。)
小テストもあるので復習もしておくこと。(授業で告知する。）(1時間）

必携書（教科書販売）
Poole, Geoffrey, (2011). Syntactic Theory (2nd edition), Macmillan Modern Linguistics.
上記の必携書の購入に関しては別途指示する。

必携書（教科書販売以外）
Bošković,  Željko and  Haward, Lasnik  (eds.) (2007).  Minimalist  Syntax:  The  Essential  Readings. Oxford, Blackwell.
Radford, Andrew (2009). An Introduction to English Sentence Structure, Cambridge University Press.
その他適宜授業で必要な文献は用意するので購入は不要。

オフィスアワー
メールまたはzoomで随時質問を受け付ける。

連絡先
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単位数英語学・言語学研究ＶＩＢ 2単位

授業形態（副）

210D3-3400-o2
山口　麻衣子

授業コード 21110 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
受講者との相談により内容及び進度および内容は変更になる可能性がある。
1 オリエンテーション　分担、文献案内等
2 Logical Form 1
3 Logical Form 2
4 Empty Category Principle 1
5 Empty Category Principle 2
6 小テスト, Minimalist の枠組みについて (次回からの説明等）
7 Towards the Minimalist Program: Movement Revisited 1: The copy theory of movement
8 Towards the Minimalist Program: Movement Revisited 2: A movement analysis of control
9 Towards the Minimalist Program: Movement Revisited 3: Introduction to verb movement
10 Head Movement 1　（この週から２冊目のテキストに入る予定です。）
11 Head Movement 2
12 Agreement, case and A-movement 1
13 Agreement, case and A-movement 2
14 Phases 1
15 Phases 2 （まとめ）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2

課題及び発表 30％

期末試験 50%

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組みおよび小テスト 20%

この授業では英語学・言語学研究VIA(1期）を受けて、理論言語学の中でも統語論に焦点を当て、当該分野の論文を読んだり、統語論的分析を行うために必要となる理
論と方法を学ぶ。学習内容は前期に学んだことを踏まえて、さらに発展させていく。基本的に英語の文献を使用して学習する。毎回指定した箇所を予習し、自分の不
明点等や議論したい点等を考えてきた上で、それを持ち寄り授業でディスカッションを行う。授業内外に課題が出る。また、折をみて各自の担当箇所を分担してハン
ドアウト等を作成し、発表もしてもらう予定。
その他は適宜小テストを行う。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

理論言語学の基盤となる内容を理解し、使うことができる

論理的な考え方を学び自分の意見を表現できる

分かりやすく人に説明できる

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力

163 / 324



2022/4/18

希望者には後日解説を行う。

定期試験
16 期末試験については授業でお知らせする。

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
前期からの継続の内容にする予定なので英語学・言語学研究VIA(前期）を受講された方(およびGB理論を学習済みの方）が望ましい。
後期の中盤からはMinimalist Programの枠組みの文献で学習する予定。いずれにしても必要な文献は準備するので、購入不要。
毎回の予習は大変だが、予習前提で授業を進めるのでそのつもりで頑張ってほしい。
期末試験については変更の可能性があるが、その際は授業内でお知らせする。

状況によりリアルタイム遠隔になる可能性あり。初回の各種リンク掲示にmanabaを使用する以外は基本的にgoogle classroomにて授業連絡、および課題提出を行うた
め事前の登録必須。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
予習が必須である。しっかりとテキストを熟読し、内容について考えてくること。(3時間程度）
毎回ではないが、自分の担当箇所の発表の際は特にハンドアウト作成等時間がかかるので、十分に準備をすること。(5-6時間程度）
授業内外で課題を出す予定。課題は期日までに提出すること。(1時間程度）
復習
小テストもあるので各回の学習内容復習もしておくこと。(授業で告知する。）（1時間程度）

必携書（教科書販売）
Poole, Geoffrey, (2011). Syntactic Theory (2nd edition), Macmillan Modern Linguistics.
上記の必携書の購入に関しては別途指示する。

必携書（教科書販売以外）
Bošković,  Željko and  Haward, Lasnik  (eds.) (2007).  Minimalist  Syntax:  The  Essential  Readings. Oxford, Blackwell.
Radford, Andrew (2009). An Introduction to English Sentence Structure, Cambridge University Press.
その他適宜授業で必要な文献は用意するので購入不要。

オフィスアワー
e-mailまたはzoomで質問を随時受け付ける。

連絡先
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単位数英語学講読Ｉ 2単位

授業形態（副）

210D3-2340-o2
山口　麻衣子

授業コード 21120 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1 オリエンテーション、課題について
2 Chapter 2 How English Has Changed over the Centuries 1
3 Chapter 2 How English Has Changed over the Centuries 2
4 Chapter 2 How English Has Changed over the Centuries 3+配布資料 
5 Chapter 4 How Words Mean 1
6 Chapter 4 How Words Mean 2
7 Chapter 4 How Words Mean 3+配布資料
8 中間テスト(2-7回の範囲)+まとめ
9 Chapter 6 How English Sentences Are Formed 1
10 Chapter 6 How English Sentences Are Formed 2
11 Chapter 6 How English Sentences Are Formed 3 +配布資料
12 Chapter 7 How Sentences Mean 1
13 Chapter 7 How Sentences Mean 2
14 Chapter 7 How Sentences Mean 3＋配布資料
15　配布資料＋まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

テスト2回 50％

課題及び小テスト 30 ％

　

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み 20％

言語学に関するさまざまなトピックがカバーされているテキストを読んでいく。このテキストのいくつかの章については英語講読でも使用している。
授業はほぼ毎回前回の授業のキーワードや単語、語彙に関する小テストを行う。
学期に2回中間テストと期末テストを行う。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／主体性

言語学の考え方について、基本的な知識を身につける。

英語で書かれた英語学の研究文献を読めるようになる。

学んだ内容を課題を通して定着させる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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希望者には後日解説を行う。

定期試験
期末試験については授業でお知らせする。
中間試験、期末試験については変更の可能性があるが、その際は授業内でお知らせする。

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
授業中は予習前提で指名する。自分で準備してきた訳を発表してもらう。
内容理解問題に関しては授業中に考えていく。
その他毎回ではないが、授業外課題が出る。
テキストの他にも言語学に関する読み物を読んでいく。
テキストは英語講読IIdで既に同じものを購入している人は新たに購入する必要はない。
後半回の授業で使用予定の読み物はプリントして配布する予定。
受講者がChapter 5を未習の場合はChapter 5も扱う。
中間試験、期末試験については変更の可能性があるが、その際は授業内でお知らせする。
状況に応じてリアルタイム遠隔またはハイブリッドになる場合有。受講する際は早めに登録し、google classroomに登録しておいてください。zoom link やgoogle 
classroomのクラスコードはmanabaに載せるつもりです。最終試験方法についても授業内またはgoogle classroomにて告知します。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
予習が必須である。分からない単語、表現等を調べておくこと。(1時間）
単語調べに加え、本文を訳す、またはすぐに訳せるようにしておくこと。（直訳でかまわない。）(1-2時間）
付属CDがついているので事前に1回は聞いくること。(5−10分）
復習
また、ほぼ毎回前回の授業から単語、表現の小テストをするので、復習もしておくこと。(30分-1時間）
その他毎回ではないが、授業外課題を出すので、必ず期日までに提出すること。(1時間）

必携書（教科書販売）
First Steps in English Linguistics (2nd Edition), 2018, ISBN 978-4-87424-277-3 C3082, 影山太郎,ブレント・デ・シェン, 日比谷潤子, ドナ・タツキ, くろし
お出版

必携書（教科書販売以外）
必携書以外はGoogle classroomまたはmanabaで配布する。

オフィスアワー
メールまたはzoomで質問を随時受け付ける。

連絡先
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単位数英語学講読ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210D3-2340-o2
山口　麻衣子

授業コード 21130 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1 オリエンテーション、課題について
2 Chapter 8 How to Communicate with Other People 1
3 Chapter 8 How to Communicate with Other People 2
4 Chapter 9 The Sounds of English 1
5 Chapter 9 The Sounds of English 2
6 Chapter 10 Regional Varieties of English 1
7 Chapter 10 Regional Varieties of English 2
8 中間テスト　(2-7)回の範囲 ＋まとめ
9 Chapter 11 English in Society 1
10 Chapter 11 English in Society 2
11 Chapter 12 How English is Acquired 1
12 Chapter 12 How English in Acquired 2
13 How English as a Second/Foreign Language Is Acquired 1
14 How English as a Second/Foreign Language Is Acquired 2
15 まとめ＋配布資料

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

テスト2回 50％

課題及び小テスト 30 ％

　

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み 20％

言語学に関するさまざまなトピックがカバーされているテキストを読んでいく。1期の英語学講読IIIと同じテキストを継続して使用する。
授業はほぼ毎回前回の授業のキーワードや単語、語彙に関する小テストを行う。
学期に2回中間テストと期末テストを行う。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／主体性

言語学の考え方について、基本的な知識を身につける。

英語で書かれた英語学の研究文献を読めるようになる。

学んだ内容を課題を通して定着させる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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希望者には後日解説を行う。

定期試験
期末試験については授業でお知らせする。
中間試験、期末試験については変更の可能性があるが、その際は授業内でお知らせする。

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
授業中は予習前提で指名する。自分で準備してきた訳を発表してもらう。
内容理解問題および練習問題等に関しては基本的に授業中に取り組む。
その他毎回ではないが、授業外課題が出る。
折をみて、テキスト以外にも言語学に関する読み物を読んでいく。

テキストは英語講読IIｄや英語学講読Iで既に同じものを購入している人は新たに購入する必要はない。
後半回の授業で使用予定の読み物はプリントして配布する予定。
中間試験、期末試験については変更の可能性があるが、その際は授業内でお知らせする。　

状況に応じてリアルタイム遠隔やハイブリッド方式も考えています。受講する際は早めに登録し、google classroomに登録しておいてください。zoom link やgoogle 
classroomのクラスコードはmanabaに載せるつもりです。最終試験については授業内またはgoogle classroomにて告知します。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
予習が必須である。分からない単語、表現等は授業前に調べておくこと。(1時間程度)
単語調べに加え、簡単な訳(直訳でかまわない）ができるよう、準備しておくこと。(1時間程度）
付属CDがついているので事前に1回は聞いてくること。(5-10分）

復習
ほぼ毎回前回の授業から単語、表現の小テストをするので、授業内容の復習もしておくこと。(1時間程度）
その他毎回ではないが、授業外課題を出すので、必ず期日までに取り組み、提出すること。(1時間程度）

必携書（教科書販売）
First Steps in English Linguistics (2nd Edition), 2018, ISBN 978-4-87424-277-3 C3082, 影山太郎,ブレント・デ・シェン, 日比谷潤子, ドナ・タツキ, くろし
お出版

必携書（教科書販売以外）
必携書以外はGoogle classroomまたはmanabaで配布する。

オフィスアワー
メールまたはzoomで質問を受け付けます。

連絡先
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単位数英語学講読ＩＩＩ 2単位

授業形態（副） ２演習

210D3-3400-o2
Robert Waring

授業コード 21140 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧

Oral Exam  15%

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5Final paper  50 %

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can clearly write their argument in Japanese or in English using the formats and 
terms acknowledged within the field.

Students can discuss the content of their research through a suitable method and provide 
further implications in the field.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Process  35%

This course aims to pursue independent research to solve the research questions set by individual students based on the previous knowledge from their 
previous studies. Students train their creativity, critical thinking and communication skills necessary to conduct their research, and they are 
expected to complete their research in a systematic way as planned. The research outcomes are summarized in an academic paper and/or other forms, 
which presents their logical thoughts using clear structure and sentences either in Japanese or in English.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can set (an) appropriate research question(s).

Students can plan and pursue their research independently with deep intellectual interests and 
insights.

Students can interpret relevant materials in the given field and explain and discuss them in a 
logical manner.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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There is no exam. Work is examined by your final paper and oral interview

定期試験
April			Registration
May 7		Final paper title submission
December 1	16:30	Final paper submission to the supervisor
December to January	Feedback from the supervisor and second reader, Revision
Early January		Release of Oral exam schedule 
January 14	16:30	Final paper submission 
January 17-31		Oral exam (deadline for submission of English abstract to the supervisor)

試験のフィードバックの方法

rob@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students should contact Dr Waring before registering for this course

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間

必携書（教科書販売）
None

必携書（教科書販売以外）
None

オフィスアワー
Tuesday period 2

連絡先
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単位数英語学講読ＩＶ 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210D3-3400-o2
Robert Waring

授業コード 21150 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

Final paper 50%

Oral Exam 15%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can clearly write their argument in Japanese or in English using the formats and  
terms acknowledged within the field.

Students can discuss the content of their research through a suitable method and provide 
further implications in the field.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Process 35%

This course aims to pursue independent research to solve the research questions set by individual students based on the previous knowledge from their 
previous studies. Students train their creativity, critical thinking and communication skills necessary to conduct their research, and they are 
expected to complete their research in a systematic way as planned. The research outcomes are summarized in an academic paper and/or other forms, 
which presents their logical thoughts using clear structure and sentences either in Japanese or in English.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can set (an) appropriate research question(s).

Students can plan and pursue their research independently with deep intellectual interests and 
insights.

Students can interpret relevant materials in the given field and explain and discuss them in a 
logical manner.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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At the oral interview and throughout the final paper drafting process

定期試験
April			Registration
May 7			Final paper title submission
December 1	16:30	Final paper submission to the supervisor
December to January	Feedback from the supervisor and second reader, Revision
Early January		Release of Oral exam schedule 
January 14	16:30	Final paper submission 
January 17-31		Oral exam (deadline for submission of English abstract to the supervisor)

試験のフィードバックの方法

rob@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students should contact Dr Waring before registering for this course

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
The final paper is expected to take you 160 hours of your time

必携書（教科書販売）
None

必携書（教科書販売以外）
None

オフィスアワー
Tuesday 2 period

連絡先
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単位数英語学・言語学演習Ｉ [a] 2単位

授業形態（副） ２演習

210D1-3400-o2
坂口　真理

授業コード 21200 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. Introduction　
2. McCawleyの論文の精読、
3．eachの意味
4. anyの意味
5． any, every, all の違い
6. その他の数量詞　（a few, at least 30, more than half) 
7. Keenan の論文の精読
8. 全称数量詞 と存在数量詞の論理的意味
9.　さまざまな数量詞の意味
10. most とmore than half
11. several と　a few
12.  at least ~  と　more than ~
13.  many　　と　some
14.　No ~ とless than ~
15. まとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3授業内容に関連した課題レポート（6,000字以上）70%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業での発表（クラス発表）30%

本授業は、英語学の知識を身につけ、レポートを書くことで、4年次に卒業論文を書くのに必要な知識や文献を収集する方法を身につける。2022年度は、英語の数量詞
all, every, each, some, many, most などについて、意味の違いを中心にみていく。　たとえば、　every とeach では、意味は同じなのだろうか。また、複数の数
量詞が文中に現れたときの多義的な解釈とは、どのようなものだろうか。さまざま英語の文献を読みながら、考える。余裕があれば、日英語の数量詞の比較もする。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

英語の論文を読むことができる。

発表することによって、相手に理解してもらうことができる。

発表に関する質疑応答ができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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レポートにコメントをいれ、第2期の初めに返却します。また、第2期は、各自のレポートについて研究発表をしてもらいます。

定期試験
授業内容に関連したテーマの レポート提出(日本語で6000字以上）

試験のフィードバックの方法

marisakag@gmail.com
maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
英語の文献を読むので、予習を十分すること。
ことばに関心を持ち、統語論や意味論に興味を持つ、英語力のある意欲的な受講者を望む。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
発表のとき、各自プリントを用意してもらいます。（予習）少なくとも1.5時間
受講者が進める発表中心の授業です。わからないところがあれば、積極的に質問してください。(復習）少なくとも1.5時間

必携書（教科書販売）
　『よくわかる卒論の書き方』　白井利明・高橋一郎　ミネルヴァ書房
　ISBN９７８-４-６２３-０６５７２-１　（卒業論文のシラバスにあるものを再掲しています。もちろん１人１冊用意してください。）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
授業で必要な資料はすべて配布します。購入不要。

1) McCawley, James D. (1977) "Lexicographic Notes on English Quantifiers"
2)　Keenan, Edward,L. (1996) "Semantics of English Quantifiers"
３）Vendler, Zeno (1967) " Each, and Every, Any and All", Linguistics in Philosophy, Cornell U.P.

オフィスアワー
manaba, email で予約や質問を受け付けます。また、授業の前後で質問してください。

連絡先

174 / 324



2022/4/18

単位数英語学・言語学演習ＩＩ [a] 2単位

授業形態（副） ２演習

210D1-3400-o2
坂口　真理

授業コード 21210 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1.前期レポートの内容を各自発表する
2.発表の続き
3. Vendler (1967)を読み進む
4. any　は単文の平叙文には現れない。
5. 附属図書館で文献検索の指導
6. Any raven you may select will be black.
7. 法律文中の使用法
8. 複文におけるanyの用法 (レポート課題の出題）
9.　Any messages you might have sent would have been intercepted.
10. 文中の時制や法助動詞の使用に注目
11. 存在の前提
12. Summary and Review
13. ゼミの４年生の卒業論文の発表
14. ４年生の卒業論文の発表と質疑応答
15. 発表の続き

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3「卒論を意識した」レポート　(6,000字以上）　70％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業の発表(クラス発表）　30％

英語学・言語学演習Ⅰで得た知識を応用して，様々な言語現象を分析、考察する。各自の研究発表が授業の中心となる。　英語学・言語学演習Iの授業で学習した内容
を土台に、さらに英語の数量詞についての文献を読んでいく。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

自分で考え、英語の文献を批判的に読むことができる。

発表することによって、相手に理解してもらえる。

発表に関する質疑応答ができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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レポートにコメントをいれ、4年次の初めに返却します。レポートの内容は、卒論のテーマを決める為の参考資料となり、受講者の卒論の執筆に活用されます。

定期試験
「卒論を意識した」内容のレポート（日本語で6,000字以上）
随時レポート作成に関連した宿題を出します。

試験のフィードバックの方法

marisakag@gmail.com
maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
英語の文献を読むので、十分な予習が必要となる。
 統語論や意味論に興味を持ち，英語力のある意欲的な受講者を望む。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
発表のとき、各自プリントを用意してもらいます。（予習）すくなくとも1.5　時間
受講者が進める発表中心の授業です。　（復習）少なくとも　1.5　時間
4年生の発表の後、各自少なくとも１つコメント、または質問をしてもらいます。

必携書（教科書販売）
『よくわかる卒論の書き方』　白井利明・高橋一郎　ミネルヴァ書房
　ISBN９７８-４-６２３-０６５７２-１　（前期に購入したものを使います。卒業論文のシラバスに載っている本と同じものです。１人１冊用意してください。）

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
授業で必要な資料はすべて配布します。購入不要。 

1) McCawley, James D. (1977) "Lexicographic Notes on English Quantifiers"
2) Keenan, Edward,　L.　(1996) "Semantics of English Quantifiers"
３）Vendler, Zeno (1967) " Each, and Every, Any and All", Linguistics in Philosophy, Cornell U.P.

オフィスアワー
manaba, email で予約や質問を受け付けます。また、授業の前後で質問してください。

連絡先
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単位数英語学・言語学演習Ｉ [c] 2単位

授業形態（副）

210D1-3400-o2
小橋　雅彦

授業コード 21320 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
公立高等学校，国立大附属中・高等学校において英語教育に携わっていた経験から，英語科教育における課題を実践面から具体的に把握しており，指導法の教授にお
いては理論的なアプローチのみならず実践的なアプローチの面からも行うことができる。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. オリエンテーション
2.「 研究とは何か」・「研究テーマの決め方」
3.「先行研究の探し方」
4.「研究課題とデータ」
5.「質的研究の進め方」
6.「量的研究の進め方」
7. Introduction: describing and explaining L2 acquisition
8. The nature of learner language
9. Interlanguage
10. Social aspects of interlanguage
11. Discourse aspects of interlanguage
12. Psycholinguistic aspects of interlanguage
13. Linguistic aspects of interlanguage
14. Individual differences in L2 acquisition
15. Instruction and L2 acquisition

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

課題発表　　40％

期末試験　40％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

講義への取り組み度 20%

外国語教育に関する文献（和文・英文）を読み，基本的な知識を身につけるとともに，毎時間の担当学生が自己の担当部分を他の全員に説明し内容理解を深めるグ
ループ討議を行う。毎回の講義内容を踏まえて、自己の卒論テーマを絞り込む。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

専門分野の文献を読みこなす力及び自己の考えを適格な文章で明確に表現する力を養う。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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後日、解答を掲示

定期試験
期末テスト

試験のフィードバックの方法

mkobashi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
講義の内容から教職課程履修者が望ましい。
分からないことに耐える気概を持つ学生望む。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）各担当のまとめ（A4版１枚）を作成して授業に臨むこと。
（復習）参考文献の内容を確認しておくこと。

必携書（教科書販売）
浦野研ほか（2016）『はじめての英語教育研究−押さえておきたいコツとポイント』，研究社，ISBN978-4-327-42197-7
白井利明・高橋一郎（2013）『よくわかる卒論の書き方　第２版  』（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリ−ズ），ミネルヴァ書房，ISBN978-4-623-065721
Rod Ellis(1997). Second Language Acquisition, Oxford Introductions to Language Study. Oxford University Press, ISBN978-0-19-437212-1

必携書（教科書販売以外）
なし。

オフィスアワー
質問等は随時受け付ける。

連絡先
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単位数英語学・言語学演習ＩＩ [c] 2単位

授業形態（副）

210D1-3400-o2
小橋　雅彦

授業コード 21330 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
公立高等学校，国立大附属中・高等学校において英語教育に携わっていた経験から，英語科教育における課題を実践面から具体的に把握しており，指導法の教授にお
いては理論的なアプローチのみならず実践的なアプローチの面からも行うことができる。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. Section 2 Readings: Chapter 1 "Introduction: describing and explaining L2 acquisition"
2. Section 2 Readings: Chapter 2 "The nature of learner language"
3. Section 2 Readings: Chapter 3 "Interlanguage"
4. Section 2 Readings: Chapter 4 "Social aspects of learner language"
5. Section 2 Readings: Chapter 5 "Discourse aspects of learner language"
6. Section 2 Readings: Chapter 6 "Psycholinguistic aspects of learner language"
7. Section 2 Readings: Chapter 7 "Linguistic aspects of learner language"
8. Section 2 Readings: Chapter 8 "Individual differences in L2 acquisition"
9. Section 2 Readings: Chapter 9 "Instruction and L2 acquisition"
10. Section 2 Readings: Chapter 10 "Conclusion: multiple perspectives in SLA"
11. 卒論研究（オリエンテーション）
12. 卒論研究（テーマ）
13. 　〃　　（資料収集）
14. 　〃　　（執筆手順）
15. 　〃　　（論文構成）

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

課題発表　40%

期末試験　40%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

講義への取り組み度 20%

外国語教育に関する文献（和文・英文）を読み，基本的な知識を身につけるとともに，毎時間の担当学生が自己の担当部分を他の全員に説明し内容理解を深めるグル
＾プ討議を行う。毎回の講義内容を踏まえて、自己の卒論テーマを絞り込む。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

　専門分野の文献を読みこなす力及び自己の考えを適格な文章で明確に表現する力を養う。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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後日、解答を掲示。

定期試験
期末テスト

試験のフィードバックの方法

mkobashi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
講義の内容から教職課程履修者が望ましい。
分からないことに耐える気概を持つ学生を望む。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）各担当のまとめ（A4版１枚）を作成して授業に臨むこと。
（復習）参考文献の内容を確認しておくこと。

必携書（教科書販売）
白畑知彦ほか（2019）『英語教育用語辞典　第３版』大修館書店

必携書（教科書販売以外）
〈必携書〉
（1期）「英語学・言語学演習Ｉ [c]」で購入したテキストを継続して使用する。

オフィスアワー
質問は随時受け付ける。

連絡先
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単位数英語学・言語学演習Ｉ [b] 2単位

授業形態（副）

210D1-3400-o2
山口　麻衣子

授業コード 21360 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
内容や進度に関しては受講者と相談の上、変更になる可能性がある。
1 Orientation 
2 Kuno (1973) Chapter 2 Particles Theme 個人発表＋参考書2 時の表現: 「will は未来時制か」グループ発表1
3 Kuno (1973) Chapter 2 Particles Contrast 個人発表＋参考書2 時の表現: 「現在形は何を表すか (1)」グループ発表2
4 Kuno (1973) Chapter 2 Particles Exhaustive Listing 個人発表＋参考書2 時の表現: 「現在形は何を表すか (2)」グループ発表3
5 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Neutral Description 個人発表＋参考書2 時の表現: 「過去形か完了形か」グループ発表4
6 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Subjectivization 1個人発表＋参考書2 時の表現: 「バスが止まっているは英語で？」発表5
7 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Subjectivization 2 個人発表＋参考書2 時の表現: 「I’m loving it. なんて言えるの？」グループ発表6
8 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Object Marking 個人発表＋参考書2 時の表現: 「絶対時制か相対時制か」グループ発表7
9 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Ga 個人発表＋参考書2 時の表現: 「試験に合格できたは？」グループ発表8
10 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Place Particles 1: O 個人発表＋参考書2 時の表現: 「What were you wanting?は」グループ発表9
11 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Place Particles 2: Ni 個人発表＋参考書2 省略と倒置: 「穴あけ規則」グループ発表10
12 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Place Particles 3: De 個人発表＋参考書2 （時の表現:）「動詞句省略」についてグループ発表11
13 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: To Au 個人発表＋参考書2 （時の表現:）「There 構文」についてグループ発表12
14 Kuno (1973) Chapter 2 Particles: Ni Au 個人発表＋参考書2 （時の表現:）「場所句倒置」についてグループ発表13
15 振り返りと期末レポートについて＋2期の授業について

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

グループ発表 20％

期末レポート 60％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業態度及び個人発表 20％

主に日本語と英語の構造について扱う。基本的に毎回学生主体の発表形式で進めていく。発表の際、各自発表用ハンドアウトまたはスライドを用意してもらう。
1期は日本語の構造について英語で書かれた参考書1) Kuno (1973) から特にParticlesに関するところを読む。各自個人発表として、分担するところをまとめてきて発
表してもらう。以降は受講者の興味関心等を加味しながらマテリアルを随時選んでいく。同時に日英語の違いについて様々な現象にあたる。これには主として『謎解
きの英文法』シリーズの中から各自グループでまとめて発表してもらう。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

思考・判断・表現力／主体性

日英語について両方で書かれた論文にあたり、日英語の文法的な違いに気づく。

各自の卒論につながるようなリサーチトピックを見つける。

自分の担当に責任を持ち自律的に課題に取り組める。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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後日個別にフィードバックをする。

定期試験
期末レポートを課す。期日までに提出すること。詳細は授業内でお伝えする。

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
予習が必須である。自分およびグループで責任をもって課題に取り組むこと。
理論言語学に興味のある方または知識のある方の受講が望ましい。
ハンドアウトおよびレポートを作成する際、『よくわかる卒論の書き方（第２版）』をしっかりと読み込んだうえで作成すること。
課題は期限までに提出すること。
課題提出はメールまたはGoogle classroomで提出すること。
参考書3)に関しては受講者との相談の上決定する予定。
授業でもお伝えする予定だが、2期第1回までに前期で提出した期末レポートの内容を各自授業内で発表してもらうので発表用のハンドアウト準備を夏休み中に作成す
る必要がある。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
参考書1)については毎回個人発表により進めるので、ハンドアウトづくり等準備は大変だが、自分の担当は特に責任をもって取り組んでほしい。(3-5時間程度）
自分の担当ではない場合も指示された箇所を読んで疑問点等を考えてくること。(1-2時間程度）
グループ発表は基本的には『謎解きの英文法』シリーズよりグループでレビューしてもらう。
いずれも授業外の準備が必要である。特にグループ発表ではグループの他のメンバーと協力して課題に取り組むこと。(3-5時間程度）

必携書（教科書販売）
『よくわかる卒論の書き方（第２版）』白井利明・高橋一郎　著, ミネルヴァ書房
ISBN-10 : 4623065723

必携書（教科書販売以外）
＜参考書＞
1) Kuno, Susumu. (1973). The structure of the Japanese language. MIT Press.の中からParticlesにかかわる章を読む。
2) 高見健一/久野暲［著］『謎解きの英文法』シリーズ.くろしお出版.
3) その他扱うテーマに応じてリーディング教材は適宜用意する。
現時点での候補(受講生と相談の上決定する予定）：
Hornstein, Norbert, Lasnik, Howard, Patel-Grosz, Pritty and Yang, Charles (2018). Syntactic Structures after 60 Years: The Impact of the Chomskyan 
Revolution in Linguistics. Berlin, Boston, De Gruyter Mouton. 
Bošković,  Željko and  Haward, Lasnik  (eds.) (2007).  Minimalist  Syntax:  The  Essential  Readings. Oxford, Blackwell.
その際参考文献は適宜指示する。いずれも購入は不要。

オフィスアワー
メールまたはzoomで質問を随時受け付ける。

連絡先
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単位数英語学・言語学演習ＩＩ [b] 2単位

授業形態（副）

210D1-3400-o2
山口　麻衣子

授業コード 21370 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
授業内容や進度に関しては受講者と相談の上変更の可能性がある。
1 Orientationと前期のレポートを各自発表 (発表用ハンドアウトを準備しておいてもらう)
2 1期期末レポートの発表の続き　
3 Kuno (1973) Chapter 2 : Made (個人発表）+ 「省略と倒置: 場所句倒置文２」（グループ発表）
4 Kuno (1973) Chapter 2: Coordinating Particles: To (個人発表）＋「二重目的語構文と所有」（グループ発表）
5 Kuno (1973) Chapter 2: Coordinating Particles: Ni (個人発表）＋「文の意味: 状態動詞と進行形」（グループ発表）
6 Kuno (1973) Chapter 2: Coordinating Particles:Ya (個人発表）＋「文の意味: 受身文1」（グループ発表）
7. Hooper & Thompson (1973) Part1 (個人発表）＋「文の意味: 受身文2」（グループ発表）
8. Hooper &Thompson (1973) Part 2 (個人発表）＋「文の意味: 自動詞受身」（グループ発表）
9. Hooper & Thompson (1973) Part 3 (個人発表)＋「文の意味：二重目的語構文」（グループ発表）
10. Hooper & Thompson (1973) Part 4 (個人発表）＋「文の意味: 分裂文」（グループ発表）
11. Kamiya (2006) Part1 (個人発表）＋「文の意味: 前提と間接話法」（グループ発表）
12. Kamiya  (2006) Part2 (個人発表）＋「動詞: help someone VPとhelp someone to VP 」（グループ発表）
13. Kamiya (2006) Part3 (個人発表）＋「動詞: 相互動詞 」（グループ発表）
14. Kamiya (2006) Part 4 (個人発表）＋「動詞: 不定詞句をとる動詞、動名詞句をとる動詞」（グループ発表）
15 振り返りと期末レポートについて

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

グループ発表 20％

期末レポート 60％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業態度及び個人発表 20％

主に日本語と英語の構造について扱う。基本的に毎回学生主体の発表形式で進めていく。発表の際、各自発表用ハンドアウト、またはスライドを用意してもらう。
2期は1期をふまえて、参考書2), 3) および各自興味のある英語論文を個人やグループで発表および輪読等をしていく。2期はとりわけ各自の卒論を意識したトピック
を見つけることを念頭に文献にあたる。基本的には日英語を扱うことになると思うが、それ以外の言語について書かれているものも、もちろん可である。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

思考・判断・表現力／主体性

日英語について両方で書かれた論文にあたり、日英語の文法的な違いに気づく。

各自の卒論につながるようなリサーチトピックを見つける。

自分の担当に責任を持ち自律的に課題に取り組める。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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後日個別にフィードバックをする。

定期試験
期末レポートを課す。期日までに提出すること。詳細は授業内でお伝えする。

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
予習が必須である。自分およびグループで責任をもって課題に取り組むこと。
理論言語学に興味のある方または知識のある方の受講が望ましい。
授業でもお伝えする予定だが、2期第1回までに１期で提出した期末レポートの内容を各自授業内で発表してもらうので発表用のハンドアウトを事前に準備をしておく
こと。
ハンドアウトおよびレポートを作成する際、『よくわかる卒論の書き方（第２版）』をしっかりと読み込んだうえで作成すること。
課題は期限までに提出すること。
2期期末レポートは卒論のトピックにつながるものを提出してもらう。
期末レポートの前に各自研究計画書、および卒論のトピックを発表してもらう予定。（余裕をもって２期の当初から文献探しをしておく必要がある。）
課題提出はメールまたはGoogle classroomで提出すること。
その他変更がある場合には授業内およびGoogle classroom等でお知らせする。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習
予習が必須である。
発表で担当ではないところも指示した箇所は読んでくること。（1−2時間）
参考書3)については毎回個人発表により進めるので、ハンドアウトづくり等、準備は大変だと思うが、自分の担当は特に責任をもって取り組むこと。(3−5時間）
グループ発表は基本的には『謎解きの英文法』シリーズよりグループでレビューしてもらう予定。
いずれも授業外の準備が必要。特にグループ発表ではグループの他のメンバーと協力して課題に取り組むこと。(3−5時間）

必携書（教科書販売）
『よくわかる卒論の書き方（第２版）』白井利明・高橋一郎　著, ミネルヴァ書房
ISBN-10 : 4623065723 　1期に購入しているはずなので再購入する必要はない。

必携書（教科書販売以外）
以下は年間を通しての参考書である。
＜参考書＞
1) Kuno, Susumu. (1973). The structure of the Japanese language. MIT Press.の
中からParticlesにかかわる章を読む。
2) 高見健一/久野暲［著］『謎解きの英文法』シリーズ.くろしお出版.
3) その他扱うテーマに応じてリーディング教材は適宜用意する。
現時点での候補(受講生と相談の上決定する予定）：
Hornstein, Norbert, Lasnik, Howard, Patel-Grosz, Pritty and Yang, Charles (2018). Syntactic Structures after 60 Years: The Impact of the Chomskyan 
Revolution in Linguistics. Berlin, Boston, De Gruyter Mouton. 
Bošković,  Željko and  Haward, Lasnik  (eds.) (2007).  Minimalist  Syntax:  The  Essential  Readings. Oxford, Blackwell.
Hooper, Joan B., and Sandra A. Thompson. (1973). "On the Applicability of Root Transformations." Linguistic Inquiry 4, 465-498.
Kamiya, Masaaki (2006). "The Implausibility of LF-incorporation in Japanese Light Verb Constructions,"
University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics: Vol. 12 : Iss. 1 , Article 13.
その際参考文献は適宜指示する。いずれも購入は不要。

オフィスアワー
メールまたはzoomで質問を随時受け付ける。

連絡先
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単位数Interactive English I [a] 2単位

授業形態（副）

210B1-2000-o2
Kathryn Bowes

授業コード 21405 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第１回：Introduction　（オリエンテーション（英語４技能を伸長するための基本的姿勢について））
第２回：How to improve listening comprehension ( summary grasping; note-taking skills)
　　　　リスニング能力の伸長（概要把握のリスニング；ノートテイキングの技術）
第３回：How to express oneself effectively　（自分の意見を効果的に述べるスピーキング能力の伸長）
第４回：How to exchange information　（相手との情報交換能力の伸長）　
第５回：Strategies for raising communicative competence　（コミュニケーション能力伸長のための方略）
第６回：Non-verbal behavior in communication　（コミュニケーションにおける非言語行為の理解）
第７回：Task activities: Problem-solving activities　（タスク活動：問題解決能力育成のための言語活動）
第８回：How to write effectively on various topics　（多様なテーマに基づくライティング能力の伸長）
第９回：How to read extensively using strategies for vocabulary building (Goal: 60,000 words) 
第10回：Basic techniques for discussion 　（ディスカッションのための基礎技術）
第11回：Basic techniques for Debate 　（ディベートのための基礎技術）
第12回：Basic techniques for Presentation 　（プレゼンテーションのための基礎技術）
第13回：Participating in language activities that integrate listening and speaking
（リスニングとスピーキングに重点を置いた総合的・統合的言語活動）
第14回：Participating in language activities that integrate reading and writing
　　　　（リーディングとライティングに重点を置いた総合的・統合的言語活動）
第15回：Participating in language activities that integrate multi areas of study
　　　　（英語４技能の総合的・統合的言語活動）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

1

1

課題:20%

小テスト:15%

定期試験:25%

講義への取り組み度:25%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

課題リーディング:15%

Interactive English follows Communicative English. The aim of this course is to improve the learner’s ability to 
communicate successfully in a variety of language and cultural situations including discussion and debate. Classes
 are conducted in English and will focus on the development of speaking and listening skills as well as reading (60,000 
word goal per semester) and writing on topics of general interest.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The goal of this course is to have students reach the level of proficiency so as 
to express personal opinions and discuss plans, exchange information, ask 
for clarification, and offer suggestions, etc. in English. Students will master 
the skills through active participation in classroom activities including 
discussions and presentations.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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All reports corrected by the instructor
Model answers for quizzes and examinations will be given
Checklists for presentations

定期試験
Exam　（定期試験）Regular Quizzes at the end of each unit of study and a term exam will be held in face-to-face class meetings.

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students are expected to come to class prepared to participate in assigned activities, including readings and 
written assignments and preparation for discussions and presentations. Work must be submitted according to schedule. 
If you do not complete or hand in work late you will receive penalty points.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Written homework assignments
Vocabulary lists and memorization
Monthly quizzes
Grammar & listening exercises 
 (complementary workbook exercises for each classroom session)

必携書（教科書販売）
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 2 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition. ISBN: 9781292149349. Antonia Clare & JJ Wilson.

必携書（教科書販売以外）
Additional materials may be given by the teacher such as online quizzes and online vocabulary learning

オフィスアワー
Monday (12.20-13.00), or by appointment

連絡先
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単位数Interactive English II [a] 2単位

授業形態（副）

210B1-2000-o2
Kathryn Bowes

授業コード 21415 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第１回：Introduction　（オリエンテーション（より一層のコミュニケーション能力伸長のための姿勢について）
第２回：How to read extensively using strategies for vocabulary building ( Goal: 60,000 words )
（多読を通してのリーディング能力の伸長（学期６万語を目指して））
第３回：How to improve Communicative Competence (1) : Grammatical Competence
（コミュニケーション能力伸長 (1) 文法能力）
第４回：How to improve Communicative Competence (2) : Socio-linguistic Competence
（コミュニケーション能力伸長 (2) 社会言語能力）
第５回：How to improve Communicative Competence (3) : Discourse Competence
（コミュニケーション能力伸長 (3) 談話能力）
第６回：How to improve Communicative Competence (4) : Strategic Competence
（コミュニケーション能力伸長 (4) 方略能力）
第７回：Discussion ( Advanced )　 （ディスカッションのための応用技術）
第８回：Debate ( Advanced )　 （ディベートのための応用技術）
第９回：Presentation ( Advanced )　 （プレゼンテーションのための応用技術）
第10回：Strategies for listening　（リスニングのための方略）
第11回：Strategies for speaking　（スピーキングのための方略）
第12回：Strategies for reading　（リーディングのための方略）
第13回：Strategies for writing　（ライティングのための方略）
第14回：Participating in language activities that integrate multi areas of study
（英語４技能の総合的・統合的言語活動）
第15回：Task activities: activities for problem-solving
（発展的タスク活動：問題解決能力育成のための言語活動）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

1

1

課題:20%

小テスト:15%

定期試験:25%

講義への取り組み度:25%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

課題リーディング :15%

Interactive English follows Communicative English.The aim of this course is to improve the learner’s ability to 
communicate successfully in a variety of language and cultural situations including discussion and debate.Classes 
are conducted in English and will focus on the development of speaking and listening skills as well as reading (60,000 
word goal per semester) and writing on topics of general interest.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The goal of this course is to have students reach the level of proficiency so 
as to express personal opinions and discuss plans, exchange information, 
ask for clarification,and offer suggestions, etc. in English. Students will 
master the skills through active participation in classroom activities 
including discussions and presentations.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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All reports corrected by the instructor
Model answers for quizzes and examinations will be given
Checklists for presentations

定期試験
Exam　（定期試験）Regular Quizzes at the end of each unit of study and a term exam will be held in face-to-face class meetings.

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students are expected to come to class prepared to participate in assigned activities, including readings and
written assignments and preparation for discussions and presentations. Work must be submitted according to schedule. If you do not complete or hand 
in work late you will receive penalty points.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間

必携書（教科書販売）
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 2 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition. ISBN: 9781292149349. Antonia Clare & JJ Wilson.

必携書（教科書販売以外）
Nothing in particular　（特になし）

オフィスアワー
Monday (12.20-13.00), or by appointment

連絡先
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単位数Interactive English I [b] 2単位

授業形態（副） １講義

210B1-2000-o2
Adam Brod

授業コード 21445 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1 Introduction 
Week 2 How to improve listening comprehension (summary grasping; note-taking skills) 
Week 3 How to express oneself effectively 
Week 4 How to exchange information
Week 5 Strategies for raising communicative competence 
Week 6 Non-verbal behavior in communication
Week 7 Task activities: Problem-solving activities
Week 8 How to write effectively on various topics
Week 9 How to read extensively using strategies for vocabulary building (Goal: 60,000 words)
Week 10 Basic techniques for discussion
Week 11 Basic techniques for Debate
Week 12 Basic techniques for Presentation
Week 13 Participating in language activities that integrate listening and speaking
Week 14 Participating in language activities that integrate reading and writing
Week 15 Participating in language activities that integrate multi areas of study

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

1

1

課題:20%

小テスト:15%

定期試験:25%

講義への取り組み度:25%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

課題リーディング:15%

Interactive English follows Communicative English. The aim of this course is to improve the learner's ability to  communicate successfully in a 
variety of language and cultural situations including discussion and debate.  Classes are conducted in English and will focus on the development of 
speaking and listening skills as well as  reading (60,000 word goal per semester) and writing on topics of general interest.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The goal of this course is to have students reach the level of proficiency so as to express 
personal opinions and discuss plans, exchange information, ask for clarification, and offer 
suggestions, etc. in English. Students will master the skills through active participation in 
classroom activities including discussions and presentations.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given on an individual basis.

定期試験
Exam

試験のフィードバックの方法

Skype ID: adam.sol.brod
Email: s1056@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Prepare for class by practicing the previously taught strategies.  Review previously learned vocabulary.  Students should spend about 2 hours 
studying outside of class.  Examples of out of class work are: reading graded readers and taking quizzes on M-reader, doing the Cambridge online 
workbook for homework, preparing for speaking quizzes, and reviewing the work book for grammar quizzes.

必携書（教科書販売）
Touchstone Level 3，McCarthy, Michael, McCarten, Jeanne and Sandiford, Helen，Cambridge University Press

必携書（教科書販売以外）
Speakout Pre-Intermediate Split Edition B with ActiveBook, Antonia Clare and JJ Wilson, Pearson-Longman

オフィスアワー
I can be reached for questions before and after class, as well as by email.

連絡先
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単位数Interactive English II [b] 2単位

授業形態（副） １講義

210B1-2000-o2
Adam Brod

授業コード 21455 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1 Introduction
Week 2 How to read extensively using strategies for vocabulary building (Goal: 60,000 words)
Week 3 How to improve Communicative Competence (1): Grammatical Competence
Week 4 How to improve Communicative Competence (2): Socio-linguistic competence
Week 5 How to improve Communicative Competence (3): Discourse Competence
Week 6 How to improve Communicative Competence (4): Strategic Competence
Week 7 Discussion (Advanced)
Week 8 Debate (Advanced)
Week 9 Presentation (Advanced)
Week 10 Strategies for listening
Week 11 Strategies for speaking
Week 12 Strategies for reading
Week 13 Strategies for writing
Week 14 Participating in language activities that integrate multi areas of study
Week 15 Task activities: activities for problem-solving

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

1

1

課題:20%

小テスト:15%

定期試験:25%

講義への取り組み度:25%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

課題リーディング:15%

Interactive English follows Communicative English. The aim of this course is to improve the learner's ability to communicate successfully in a 
variety of language and cultural situations including discussion and debate.  Classes are conducted in English and will focus on the development of 
speaking and listening skills as well as reading (60,000 word goal per semester) and writing on topics of general interest.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The goal of this course is to have students reach the level of proficiency so as to express 
personal opinions and discuss plans, exchange information,  ask for clarification, and offer 
suggestions, etc. in English. Students will master the skills through active participation in 
classroom activities including discussions and presentations.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given on an individual basis.

定期試験
Exam

試験のフィードバックの方法

Skype ID: adam.sol.brod
Email: s1056@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Prepare for class by practicing the previously taught strategies. Review previously learned vocabulary.  Students should spend about 2 hours studying 
outside of class.  Examples of out of class work are: reading graded readers and taking quizzes on M-reader, doing the Cambridge online workbook for 
homework, preparing for speaking quizzes, and reviewing the work book for grammar quizzes.

必携書（教科書販売）
Touchstone Level 3 Student's Book with Online Workbook，Michael McCarthy, Jeanne McCarten & Helen Sandiford，Cambridge University Press

必携書（教科書販売以外）
Speakout Pre-Intermediate Split Edition B with ActiveBook, Antonia Clare and JJ Wilson, Pearson-Longman

オフィスアワー
I can be contacted before and after class, as well as through email.

連絡先
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単位数Interactive English I [c] 2単位

授業形態（副）

210B1-2000-o2
Raphael Hawkins

授業コード 21465 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
The instructor has language teaching experience in a wide variety of settings, including Japan's public high school and elementary school system. 
This experience can and will be applied in teaching the course.

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Introduction
Week 2: How to improve listening comprehension (summary grasping; note-taking skills) 
Week 3: How to express oneself effectively
Week 4: How to exchange information
Week 5: Strategies for raising communicative competence
Week 6: Non-verbal behavior in communication
Week 7: Task activities: Problem-solving activities
Week 8: How to write effectively on various topics
Week 9: How to read extensively using strategies for vocabulary building (Goal: 60,000 words) 
Week 10: Basic techniques for discussion
Week 11: Basic techniques for Debate
Week 12: Basic techniques for Presentation
Week 13: Participating in language activities that integrate listening and speaking
Week 14: Participating in language activities that integrate reading and writing
Week 15: Participating in language activities that integrate multi areas of study

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

1

1

課題:20%

小テスト:15%

定期試験：25%

講義への取り組み度:25%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

課題リーディング:15%

Interactive English follows Communicative English. The aim of this course is to improve the learner’s ability to communicate successfully in a 
variety of language and cultural situations including discussion and debate. Classes are conducted in English and will focus on the development of 
speaking and listening skills as well as reading (60,000 word goal per semester) and writing on topics of general interest.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The goal of this course is to have students reach the level of proficiency so as to express 
personal opinions and discuss plans, exchange information, ask for clarification, and offer 
suggestions, etc. in English. Students will master the skills through active participation in 
classroom activities including discussions and presentations.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided after assessment tasks
Feedback and a general review of the course will be given in the final class

定期試験
実施しない
Final evaluation and presentation conducted in Week 16 class

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Written homework assignments
Monthly quizzes
Grammar & listening exercises (complementary workbook exercises for each classroom session)
Preparation (1 hour) is required to closely read relevant parts of the textbook and summarize the content.

必携書（教科書販売）
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 2 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition. ISBN: 9781292149349. Antonia Clare & JJ Wilson.

必携書（教科書販売以外）
Materials will be provided by the instructor.

オフィスアワー
Office Hours: office hours will be announced in class. Students may speak with the instructor before or after any class as well as ask questions by 
e-mail at any time.

連絡先
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単位数Interactive English II [c] 2単位

授業形態（副）

210B1-2000-o2
Raphael Hawkins

授業コード 21475 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
The instructor has language teaching experience in a wide variety of settings, including Japan's public high school and elementary school system. 
This experience can and will be applied in teaching the course.

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第1回：Introduction（オリエンテーション（より一層のコミュニケーション能力伸長のための姿勢について）
第2回：How to read extensively using strategies for vocabulary building ( Goal: 60,000 words )（多読を通してのリーディング能力の伸長（学期6万語を目指
して））
第3回：How to improve Communicative Competence (1) : Grammatical Competence（コミュニケーション能力伸長 (1) 文法能力）
第4回：How to improve Communicative Competence (2) : Socio-linguistic Competence（コミュニケーション能力伸長 (2) 社会言語能力）
第5回：How to improve Communicative Competence (3) : Discourse Competence（コミュニケーション能力伸長 (3) 談話能力）
第6回：How to improve Communicative Competence (4) : Strategic Competence（コミュニケーション能力伸長 (4) 方略能力）
第7回：Discussion ( Advanced ) （ディスカッションのための応用技術）
第8回：Debate ( Advanced ) （ディベートのための応用技術）
第9回：Presentation ( Advanced ) （プレゼンテーションのための応用技術）
第10回：Strategies for listening（リスニングのための方略）
第11回：Strategies for speaking（スピーキングのための方略）
第12回：Strategies for reading（リーディングのための方略）
第13回：Strategies for writing（ライティングのための方略）
第14回：Participating in language activities that integrate multi areas of study（英語4技能の総合的・統合的言語活動）
第15回：Task activities: activities for problem-solving（発展的タスク活動：問題解決能力育成のための言語

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

1

1

課題:20%

小テスト:15%

定期試験：２５％

講義への取り組み度:２５%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

課題リーディング :15%

Interactive English follows Communicative English. The aim of this course is to improve the learner’s ability to communicate successfully in a 
variety of language and cultural situations including discussion and debate. Classes are conducted in English and will focus on the development of 
speaking and listening skills as well as reading (60,000 word goal per semester) and writing on topics of general interest.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The goal of this course is to have students reach the level of proficiency so as to express 
personal opinions and discuss plans, exchange information, ask for clarification, and offer 
suggestions, etc. in English. Students will master the skills through active participation in 
classroom activities including discussions and presentations.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided after assessment tasks
Feedback and a general review of the course will be given in the final class

定期試験
実施しない
Final evaluation and presentation conducted in Week 16 class

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Preparation (1 hour) is required to closely read relevant parts of the textbook and summarize the content.

必携書（教科書販売）
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 2 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition. ISBN: 9781292149349. Antonia Clare & JJ Wilson

必携書（教科書販売以外）
Nothing in particular （特になし）

オフィスアワー
Office Hours: office hours will be announced in class. Students may speak with the instructor before or after any class as well as ask questions by 
e-mail at any time.

連絡先
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単位数Interactive English I [d] 2単位

授業形態（副）

210B1-2000-o2
Raphael Hawkins

授業コード 21485 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
The instructor has language teaching experience in a wide variety of settings, including Japan's public high school and elementary school system. 
This experience can and will be applied in teaching the course.

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Introduction
Week 2: How to improve listening comprehension (summary grasping; note-taking skills) 
Week 3: How to express oneself effectively
Week 4: How to exchange information
Week 5: Strategies for raising communicative competence
Week 6: Non-verbal behavior in communication
Week 7: Task activities: Problem-solving activities
Week 8: How to write effectively on various topics
Week 9: How to read extensively using strategies for vocabulary building (Goal: 60,000 words) 
Week 10: Basic techniques for discussion
Week 11: Basic techniques for Debate
Week 12: Basic techniques for Presentation
Week 13: Participating in language activities that integrate listening and speaking
Week 14: Participating in language activities that integrate reading and writing
Week 15: Participating in language activities that integrate multi areas of study

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

1

1

課題:20%

小テスト:15%

定期試験：２５％

講義への取り組み度:25%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

課題リーディング:15%

Interactive English follows Communicative English. The aim of this course is to improve the learner’s ability to communicate successfully in a 
variety of language and cultural situations including discussion and debate. Classes are conducted in English and will focus on the development of 
speaking and listening skills as well as reading (60,000 word goal per semester) and writing on topics of general interest.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The goal of this course is to have students reach the level of proficiency so as to express 
personal opinions and discuss plans, exchange information, ask for clarification, and offer 
suggestions, etc. in English. Students will master the skills through active participation in 
classroom activities including discussions and presentations.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided after assessment tasks
Feedback and a general review of the course will be given in the final class

定期試験
実施しない
Final evaluation and presentation conducted in Week 16 class

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Written homework assignments
Monthly quizzes
Grammar & listening exercises (complementary workbook exercises for each classroom session)
Preparation (1 hour) is required to closely read relevant parts of the textbook and summarize the content.

必携書（教科書販売）
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 2 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition. ISBN: 9781292149349. Antonia Clare & JJ Wilson.

必携書（教科書販売以外）
Materials will be provided by the instructor.

オフィスアワー
Office Hours: office hours will be announced in class. Students may speak with the instructor before or after any class as well as ask questions by 
e-mail at any time.

連絡先
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単位数Interactive English II [d] 2単位

授業形態（副）

210B1-2000-o2
Raphael Hawkins

授業コード 21495 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
The instructor has language teaching experience in a wide variety of settings, including Japan's public high school and elementary school system. 
This experience can and will be applied in teaching the course.

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
第1回：Introduction（オリエンテーション（より一層のコミュニケーション能力伸長のための姿勢について）
第2回：How to read extensively using strategies for vocabulary building ( Goal: 60,000 words )（多読を通してのリーディング能力の伸長（学期6万語を目指
して））
第3回：How to improve Communicative Competence (1) : Grammatical Competence（コミュニケーション能力伸長 (1) 文法能力）
第4回：How to improve Communicative Competence (2) : Socio-linguistic Competence（コミュニケーション能力伸長 (2) 社会言語能力）
第5回：How to improve Communicative Competence (3) : Discourse Competence（コミュニケーション能力伸長 (3) 談話能力）
第6回：How to improve Communicative Competence (4) : Strategic Competence（コミュニケーション能力伸長 (4) 方略能力）
第7回：Discussion ( Advanced ) （ディスカッションのための応用技術）
第8回：Debate ( Advanced ) （ディベートのための応用技術）
第9回：Presentation ( Advanced )（プレゼンテーションのための応用技術）
第10回：Strategies for listening（リスニングのための方略）
第11回：Strategies for speaking（スピーキングのための方略）
第12回：Strategies for reading（リーディングのための方略）
第13回：Strategies for writing（ライティングのための方略）
第14回：Participating in language activities that integrate multi areas of study（英語4技能の総合的・統合的言語活動）
第15回：Task activities: activities for problem-solving（発展的タスク活動：問題解決能力育成のための言語活動）

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

1

1

課題:20%

小テスト:15%

定期試験：２５％

講義への取り組み度:２５%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

課題リーディング :15%

Interactive English follows Communicative English. The aim of this course is to improve the learner’s ability to communicate successfully in a 
variety of language and cultural situations including discussion and debate. Classes are conducted in English and will focus on the development of 
speaking and listening skills as well as reading (60,000 word goal per semester) and writing on topics of general interest.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

The goal of this course is to have students reach the level of proficiency so as to express 
personal opinions and discuss plans, exchange information, ask for clarification, and offer 
suggestions, etc. in English. Students will master the skills through active participation in 
classroom activities including discussions and presentations.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided after assessment tasks
Feedback and a general review of the course will be given in the final class

定期試験
実施しない
Final evaluation and presentation conducted in Week 16 class

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Preparation (1 hour) is required to closely read relevant parts of the textbook and summarize the content.

必携書（教科書販売）
Speakout. Pre-Intermediate, Split Edition 2 with DVD-ROM (Student book and Workbook). 2nd edition. ISBN: 9781292149349. Antonia Clare & JJ Wilson.

必携書（教科書販売以外）
(特になし）

オフィスアワー
Office Hours: office hours will be announced in class. Students may speak with the instructor before or after any class as well as ask questions by 
e-mail at any time.

連絡先
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単位数Advanced English I [a] 1単位

授業形態（副）

210B1-3000-o1
Jane　O'Halloran

授業コード 21620 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Unit 1: Vocabulary- Taking Risks
Week 2: Unit 1: Speaking and grammar-- Expressing Interest
Week 3: Unit 1: Reading and Listening--Amy Purdy Paralympian
Week 4: Unit 1: Writing--Personal Narratives
Week 5: Project Presentations
Week 6: Unit 2: Vocabulary--Digital Humanitarians
Week 7: Unit 2: Speaking and grammar-- Making Suggestions
Week 8: Unit 2: Reading and Listening--Kelvin Doe
Week 9: Unit 2: Writing--Persuasive Essay
Week 10: Project Presentations
Week 11: Unit 3: Vocabulary--Sustainable Food Consumption
Week 12: Unit 3: Speaking and grammar--Offering Advice
Week 13: Unit 3: Reading and Listening--Vertical Farming
Week 14: Unit 3: Writing--Reviews
Week 15: Project Presentations
Week 16: Final Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／3

Projects: 40%

Quizzes and tests: 20%

Assignments: 20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical paper.

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Participation: 20%

Students will improve communication and critical thinking skills through reading, listening, research, writing, discussions and presentations. Topics 
include many of today's important social issues. Vocabulary acquisition will be emphasized along with reading and conversation skills.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will improve their ability to use all four skills to communicate about academic 
topics and engage in authentic tasks

Students can take an active part in discussion to justify their views, and present clear, 
detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group project or presentation at an 
advanced level of English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given after each project and during Week 16.

定期試験
Students will be assessed primarily on their monthly presentations.

試験のフィードバックの方法

jane@pub.ous.ac.jp

留意事項
Students should realise that the opportunity to improve their English specifically and to develop their overall communication skills is rare and 
precious. We encourage each student to do her best to advance her progress, persevere, overcome setbacks, and achieve success.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Class activities depend upon students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, 
students are responsible to find out what assignments are due.

必携書（教科書販売）
Impact 4，Thomas Fast，National Geographic Learning

必携書（教科書販売以外）
In addition to the textbook other prints and materials will be provided by the intstructor.

オフィスアワー
Please feel free to ask the instructor any question after class.

連絡先
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単位数Advanced English I [b] 1単位

授業形態（副）

210B1-3000-o1
Thomas Fast

授業コード 21621 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Unit 1: Vocabulary -- Taking Risks
Week 2: Unit 1: Speaking and grammar -- Expressing Interest
Week 3: Unit 1: Reading and Listening -- Amy Purdy Paralympian
Week 4: Unit 1: Writing -- Personal Narratives
Week 5: Project Presentations
Week 6: Unit 2: Vocabulary -- Digital Humanitarians
Week 7: Unit 2: Speaking and grammar -- Making Suggestions
Week 8: Unit 2: Reading and Listening -- Kelvin Doe
Week 9: Unit 2: Writing -- Persuasive Essay
Week 10: Project Presentations 
Week 11: Unit 3: Vocabulary -- Sustainable Food Consumption
Week 12: Unit 3: Speaking and grammar -- Offering Advice
Week 13: Unit 3: Reading and Listening -- Vertical Farming
Week 14: Unit 3: Writing -- Reviews
Week 15: Project Presentations 
Week 16: Final Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／3

20% Reading and Vocabulary Assignments

20% Participation

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical paper.

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

60% 3 Projects (Need to be a mix of oral and written)

Students will improve communication and critical thinking skills through reading , listening, research, writing, discussions and presentations. 
Topics include many of today's important social issues. Vocabulary aquisition will be emphasized along with reading and conversation skills.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will improve their ability to use all four skills to communicate about academic 
topics and engage in authentic tasks

Students can take an active part in discussion to justify their views, and present clear, 
detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group project or presentation at an 
advanced level of English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given after each project and during Week 16.

定期試験
Students will be assessed primarily on their monthly presentations.

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Class activities depend upon students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, 
students are responsible to find out what assignments are due.

必携書（教科書販売）
Impact 4，Thomas Fast，National Geographic Learning

必携書（教科書販売以外）
In addition to the textbook other prints and materials will be provided by the intstructor.

オフィスアワー
Office Hours will be announced in class

連絡先
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単位数Advanced English I [c] 1単位

授業形態（副） １講義

210B1-3000-o1
Adam Brod

授業コード 21622 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
N/A

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
We will spend 3 weeks on each unit. 
 
Week1: A--share final drafts of previous unit's group projects and individual homework projects; watch course video; read articles, and brain storm 
for next unit's projects. 

Week2: B--reading quiz; grammar and vocabulary discussion.

Week3: C--share project rough drafts; complete extra unit work and play games in the text book. 

Final drafts of each unit's project and homework assignment are due on the first day of the the next unit.  Final drafts of unit work will be due on 
weeks 5, 8, 11 and 14 

1 Class introduction. 
2 Unit 1 Recreation--A
3 Unit 1 Recreation--B
4 Unit 1 Recreation--C 
5 Unit 2 Community--A
6 Unit 2 Community--B
7 Unit 2 Community--C
8 Unit 3 Food and Culture--A
9 Unit 3 Food and Culture--B
10 Unit 3 Food and Culture--C
11Natural Resources and Science--A
12 Natural Resources and Science--B 
13 Natural Resources and Science--C 
14 Group Presentations and Review for the final assessment. 
15 Group Presentations and Review for the final assessment
16 final assessment.

No

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2／4

1／2／3／4

1／2／3／4

Reading Quizzes: 10%

Homework:20%

Projects/Presentations/Reports:40%

Final: 10%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical paper.

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation and self evaluation: 20%

Students will improve communication and critical thinking skills through reading, listening, research, discussions and presentations. Topics include 
many of today’s important social issues. Vocabulary acquisition will be emphasized along with conversation skills.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will improve their ability to use all four skills to communicate about our current 
topics and engage in authentic tasks.

Students can take an active part in discussion to justify their views, and present clear, 
detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group project or presentation at an 
advanced level of English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Written feedback will be primarily given on rough drafts of homework and projects. Final homework and project assignments are graded according to a 
rubric. Reading quizzes are discussed generally in the class following the reading quiz. Individual issues are answered outside of class through 
email or before or after class. 

定期試験
Final assessment

試験のフィードバックの方法

Skype ID: adam.sol.brod
Email: s1056@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students must make an effort to improve themselves, their English, and their ability to collaborate by using new language and themes discussed in 
class in their reports and presentations.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students are expected to attend and be prepared for every lesson by reading, competing homework and studying for quizzes.

必携書（教科書販売）
Impact 4. Tom Fast. National Geographic and Cengage Learning.

必携書（教科書販売以外）
Longman Active Study (Learners) English Dictionary. Not required, but an English dictionary (not Japanese-English) is useful for learning how to 
think in English.

オフィスアワー
I am available for questions before and after class, as well as through email.

連絡先
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単位数Advanced English I [d] 1単位

授業形態（副）

210B1-3000-o1
Jane　O'Halloran

授業コード 21623 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Unit 1: Vocabulary- Taking Risks
Week 2: Unit 1: Speaking and grammar-- Expressing Interest
Week 3: Unit 1: Reading and Listening--Amy Purdy Paralympian
Week 4: Unit 1: Writing--Personal Narratives
Week 5: Project Presentations
Week 6: Unit 2: Vocabulary--Digital Humanitarians
Week 7: Unit 2: Speaking and grammar-- Making Suggestions
Week 8: Unit 2: Reading and Listening--Kelvin Doe
Week 9: Unit 2: Writing--Persuasive Essay
Week 10: Project Presentations
Week 11: Unit 3: Vocabulary--Sustainable Food Consumption
Week 12: Unit 3: Speaking and grammar--Offering Advice
Week 13: Unit 3: Reading and Listening--Vertical Farming
Week 14: Unit 3: Writing--Reviews
Week 15: Project Presentations
Week 16: Final Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／3

Projects: 40%

Quizzes and tests: 20%

Assignments: 20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical paper.

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Participation: 20%

Students will improve communication and critical thinking skills through reading , listening, research, writing, discussions and presentations. 
Topics include many of today's important social issues. Vocabulary aquisition will be emphasized along with reading and conversation skills.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will improve their ability to use all four skills to communicate about academic 
topics and engage in authentic tasks

Students can take an active part in discussion to justify their views, and present clear, 
detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group project or presentation at an 
advanced level of English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given after each project and during Week 16.

定期試験
Students will be assessed primarily on their monthly presentations.

試験のフィードバックの方法

jane@pub.ous.ac.jp

留意事項
Students should realise that the opportunity to improve their English specifically and to develop their overall communication skills is rare and 
precious. We encourage each student to do her best to advance her progress, persevere, overcome setbacks, and achieve success.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Class activities depend upon students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, 
students are responsible to find out what assignments are due.

必携書（教科書販売）
Impact 4，Thomas Fast，National Geographic Learning

必携書（教科書販売以外）
In addition to the textbook other prints and materials will be provided by the intstructor.

オフィスアワー
Please feel free to ask the instructor any question after class.

連絡先
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単位数Advanced English II [a] 1単位

授業形態（副）

210B1-3000-o1
Jane　O'Halloran

授業コード 21630 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
Week 1: Unit 5: Vocabulary -- Why We Explore
Week 2: Unit 5: Speaking and grammar -- Buying Time 
Week 3: Unit 5: Reading and Listening -- Explorer Gene 
Week 4: Unit 5: Writing -- Compare + Contrast Essays plus Project Presentations
Week 5: Unit 6: Vocabulary -- Dinosaurs
Week 6: Unit 6: Speaking and grammar -- Speculating 
Week 7: Unit 6: Reading and Listening -- Spinosaurus 
Week 8: Unit 6: Writing -- News Report plus  Project Presentations 
Week 9: Unit 7: Creative Problem-Solving --Talk about problems and creative solutions 
Week 10: Unit 7: Speaking and grammar-- Asking someone to defend an opinion
Week 11: Unit 7: Reading and Listening -- Great Failures 
Week 12: Unit 7: Writing --Exemplification essay
Week 13: Unit 8: Vocabulary --Art Connections
Week 14: Unit 8: Speaking and grammar--Interpreting and understanding 
Week 15: Unit 8: Reading and Listening --Microscopic Marvels
Week 16: Final Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／2／3

1／2／3／4

Projects:40%

Quizzes and tests: 20%

Assignments: 20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical paper.

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Participation: 20%

Students will develop their communication skills through the study and practice of natural language in authentic contexts. 
 

Specifically, students will learn:
1. to understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics;
2. conversation strategies to speak with fluency and confidence;
3. how to interact with some fluency and spontaneity;
4. to produce clear, detailed text on subjects related to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs);
5. how to explain their viewpoint giving the advantages and disadvantages of the various options.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will improve their ability to use all four skills to communicate about current topics 
and engage in authentic tasks.

Students can take an active part in discussion to justify their views, and 
present clear, detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group project or presentation at an 
advanced level of English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given in orally immediately after project work and in written form the next week.

定期試験
16. Final Exam

試験のフィードバックの方法

jane@pub.ous.ac.jp

留意事項
Students should realise that the opportunity to improve their English specifically and to develop their overall communication skills is rare and 
precious. We encourage each student to do her best to advance her progress, persevere, overcome setbacks, and achieve success.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
It is expected that students will show a commitment to improve themselves through their review, preparation, and effort.
Therefore, students should budget 4.5 hours a week to review and prepare for class and complete assignments.

必携書（教科書販売）
Textbook: Impact 4 National Geographic Learning Thomas Fast

必携書（教科書販売以外）
Additional materials will be provided by the instructor

オフィスアワー
Please feel free to ask the instructor any question after class.

連絡先
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単位数Advanced English II [b] 1単位

授業形態（副）

210B1-3000-o1
Thomas Fast

授業コード 21631 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Unit 4: Vocabulary -- Environmental Amusement Parks
Week 2: Unit 4: Speaking and grammar -- Defending Your Opinion
Week 3: Unit 4: Reading and Listening -- Olympic Games
Week 4: Unit 4: Writing -- Problem + Solution Essay
Week 5: Project Presentations
Week 6: Unit 5: Vocabulary -- Why We Explore
Week 7: Unit 5: Speaking and grammar -- Buying Time
Week 8: Unit 5: Reading and Listening -- Explorer Gene
Week 9: Unit 5: Writing -- Compare + Contrast Essays
Week 10: Project Presentations
Week 11: Unit 6: Vocabulary -- Dinosaurs
Week 12: Unit 6: Speaking and grammar -- Speculating
Week 13: Unit 6: Reading and Listening -- Spinosaurus
Week 14: Unit 6: Writing -- News Report
Week 15: Project Presentations
Week 16: Final Feedback

No

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／3

20% Reading and Vocabulary Assignments

20% Participation

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students will Improve their 21st Century Skills (critical thinking, creative thinking, 
collaboration skills, digital literacy and global awareness)

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

60% 3 Projects (Need to be a mix of oral and written)

The primary purpose of this class is to develop listening and speaking skills, but we will also integrate reading and writing in our course. Written 
materials will be used as starting points for discussion, and particular attention will be paid to vocabulary development, reading and conversation.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will improve their ability to use all four skills to communicate about academic 
topics and engage in authentic tasks

Students will develop their academic vocabulary

Students will develop academic skills (research, academic writing and presenting)

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given after each project and during Week 16.

定期試験
Students will be assessed primarily on their monthly presentations.

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Class activities depend upon students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, 
students are responsible to find out what assignments are due.

必携書（教科書販売）
"Impact 4" by Thomas Fast, National Geographic Learning

必携書（教科書販売以外）
In addition to the textbook other prints and materials will be provided by the instructor.

オフィスアワー
Office Hours will be announced in class.

連絡先

212 / 324



2022/4/18

単位数Advanced English II [c] 1単位

授業形態（副） １講義

210B1-3000-o1
Adam Brod

授業コード 21632 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
We will spend 3 weeks on each unit. In the 2nd semester there will be no reading quizzes, and students will write magazine articles. 
 
Week1: A--share final drafts of previous unit's group projects and individual homework projects; watch course video; read articles, and brain storm 
for next unit's projects. 
Week2: B--group discussion of article rough drafts; grammar and vocabulary discussion.
Week3: C--share project rough drafts; complete extra unit work and play games in the text book. 

Final drafts of each unit's project, homework assignment and magazine article are due on the first day of the the next unit.  Final drafts of unit 
work will be due on weeks 5, 8, 11 and 14 

1 Class introduction and Review of last semester. 
2 Unit 5 Adventure and Travel
3 Unit 5 Adventure and Travel 
4 Unit 5 Adventure and Travel
5 Unit 6 Myth and Imagination 
6 Unit 6 Myth and Imagination 
7 Unit 6 Myth and Imagination 
8 Unit 7 Invention and History
9 Unit 7 Invention and History
10 Unit 7 Invention and History
11 Unit 8: Art and Technology 
12 Unit 8: Art and Technology 
13 Unit 8: Art and Technology 
14 Group Presentations and Review for the Final. 
15 Group Presentations and Review for the Final. 
16 Final Group Project Due

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2／4

1／2／3／4

1／2／3／4

Reading Quizzes: 10%

Homework:20%

Projects/Presentations/Reports:40%

Final Assessment: 10%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical paper.

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation and self evaluation: 20％

Students will improve communication and critical thinking skills through reading, listening, research, discussions and presentations. Topics include 
many of today’s important social issues. Vocabulary acquisition will be emphasized along with conversation skills.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

思考・判断・表現力／主体性

Students will improve their ability to use all four skills to communicate about our current 
topics and engage in authentic tasks.

Students can take an active part in discussion to justify their views, and present clear, 
detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group project or presentation at an 
advanced level of English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Written feedback will be primarily given on rough drafts of homework, articles and projects. Final homework and project assignments are graded 
according to a rubric. Students are expected to give each other positive, constructive and critical feed back on their written articles. 

Every 3 weeks  students should spend about: 1 hours reading articles in the unit outside of class; 2 5 hours writing a 600 word magazine article 

定期試験
Final Assessment

試験のフィードバックの方法

Skype ID: adam.sol.brod
Email: s1056@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students must make an effort to improve themselves, their English, and their ability to collaborate by using new language and themes discussed in 
class in their reports and presentations.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students are expected to attend and be prepared for every lesson by reading, competing homework and studying for quizzes.

必携書（教科書販売）
Impact 4. Tom Fast. National Geographic and Cengage Learning.

必携書（教科書販売以外）
Longman Active Study (Learners) English Dictionary. Not required, but an English dictionary (not Japanese-English) is useful for learning how to 
think in English.

オフィスアワー
I am available for questions before and after class, as well as through email.

連絡先
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単位数Advanced English II [d] 1単位

授業形態（副）

210B1-3000-o1
Jane　O'Halloran

授業コード 21633 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
Week 1: Unit 5: Vocabulary -- Why We Explore
Week 2: Unit 5: Speaking and grammar -- Buying Time 
Week 3: Unit 5: Reading and Listening -- Explorer Gene 
Week 4: Unit 5: Writing -- Compare + Contrast Essays plus Project Presentations
Week 5: Unit 6: Vocabulary -- Dinosaurs
Week 6: Unit 6: Speaking and grammar -- Speculating 
Week 7: Unit 6: Reading and Listening -- Spinosaurus 
Week 8: Unit 6: Writing -- News Report plus  Project Presentations 
Week 9: Unit 7: Creative Problem-Solving --Talk about problems and creative solutions 
Week 10: Unit 7: Speaking and grammar-- Asking someone to defend an opinion
Week 11: Unit 7: Reading and Listening -- Great Failures 
Week 12: Unit 7: Writing --Exemplification essay
Week 13: Unit 8: Vocabulary --Art Connections
Week 14: Unit 8: Speaking and grammar--Interpreting and understanding 
Week 15: Unit 8: Reading and Listening --Microscopic Marvels
Week 16: Final Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／2／3

1／2／3／4

Projects:40%

Quizzes and tests: 20%

Assignments: 20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical paper.

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Participation: 20%

Students will develop their communication skills through the study and practice of natural language in authentic contexts. 
 

Specifically, students will learn:
1. to understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics;
2. conversation strategies to speak with fluency and confidence;
3. how to interact with some fluency and spontaneity;
4. to produce clear, detailed text on subjects related to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs);
5. how to explain their viewpoint giving the advantages and disadvantages of the various options.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will improve their ability to use all four skills to communicate about current topics 
and engage in authentic tasks.

Students can take an active part in discussion to justify their views, and 
present clear, detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group project or presentation at an 
advanced level of English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be given orally immediately after project work and in written form the next week.

定期試験
16. Final Exam and feedback.

試験のフィードバックの方法

jane@pub.ous.ac.jp

留意事項
Students should realise that the opportunity to improve their English specifically and to develop their overall communication skills is rare and 
precious. We encourage each student to do her best to advance her progress, persevere, overcome setbacks, and achieve success.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
It is expected that students will show a commitment to improving themselves through their review, preparation, and effort.
Therefore, students should budget 4.5 hours a week to review and prepare for class and complete assignments.

必携書（教科書販売）
Textbook: Impact 4 National Geographic Learning Thomas Fast

必携書（教科書販売以外）
Additional materials will be provided by the instructor

オフィスアワー
Please feel free to ask the instructor any question after class.

連絡先
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単位数英語Ｉ 1単位

授業形態（副）

210B3-2340-o1
ウィリアムズ　幸絵

授業コード 21650 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
語学学校での資格試験指導、資格試験面接委員、及び一般企業で通訳翻訳業務に携わっていた経験から、英検準1級合格に向けて学習指導することを通して、学生が社
会で通用する実用的な英語力を身につけるための取り組みを促す。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１． 英検問題の概要と各セクションの対策について
　　 リスニング練習
２． 語彙、リスニング
３． 長文読解、リスニング
４． 語彙、リスニング
５． 長文読解、リスニング
６． 語彙、リスニング
７． 長文読解、リスニング
８． 語彙、リスニング
９． 長文読解、リスニング
10.　語彙、リスニング
11.　長文読解、リスニング
12.　ライティング、リスニング
13.　ライティング、リスニング
14.　面接練習、リスニング
15.　面接練習、リスニング

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

4

5

1／2／3／4

ライティング課題提出（10%）

二次面接練習における主体的な取り組み（10%）

期末試験（40%）

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力

思考・判断・表現力／主体性

ライティングの全体的な構成を分析し、順序立てて論旨を展開する力に応用することができる。

与えられた条件に従って正しく英文を作り、発話することができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業内小テスト（語彙・リスニング）（40%）

本授業は、実用英語技能検定（英検）準1級取得を目的とする。授業では、過去問題を通して全ての出題形式を学習する。一次試験対策として、語彙、文法、長文読
解、リスニング、ライティングの分析及び対策をするとともに、二次試験対策として面接練習を行う。英検合格に必須となる語彙力及びリスニング力強化に重点を置
く。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

知識・技能／思考・判断・表現力

英検準1級合格に必要な語彙・文法を学習し、読解へ応用することができる。

リーディングスキルを学習し、制限時間内に読解問題を解く力に応用することができる。

聞く力を鍛えることにより、英検準１級合格に必要なレベルまで理解力を高めることができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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語彙小テストとリスニング小テストの解答は、テスト終了後に提示又は配布する。
ライティング課題は、採点後返却する。
期末試験の模範解答は、manaba folioに掲載する。

定期試験
16週目に筆記試験を行う。

試験のフィードバックの方法

s1808@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習：教材の指定ページにある語彙を毎週暗記してから授業に臨むこと（約1時間）。
復習：授業内で取り上げた語彙が期末テストに出題されるため、各自復習しておく。

必携書（教科書販売）
『英検準1級でる順パス単』、2021年、ISBN 978-4-01-094983-2、旺文社

必携書（教科書販売以外）
＜参考書等＞
毎回の授業で配布するプリント
初回授業時に提示する参考教材

オフィスアワー
質問は授業後、又はメールで受け付ける。

連絡先
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単位数英語ＩＩ 1単位

授業形態（副）

210B3-2340-o1
ウィリアムズ　幸絵

授業コード 21660 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
語学学校での資格試験指導、資格試験面接委員、及び一般企業で通訳翻訳業務に携わっていた経験から、英検準1級合格に向けて学習指導することを通して、学生が社
会で通用する実用的な英語力を身につけるための取り組みを促す。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１． 英検問題の概要と各セクションの対策について
　　 リスニング練習
２． 語彙、リスニング
３． 長文読解、リスニング
４． 語彙、リスニング
５． 長文読解、リスニング
６． 語彙、リスニング
７． 長文読解、リスニング
８． 語彙、リスニング
９． 長文読解、リスニング
10.　語彙、リスニング
11.　長文読解、リスニング
12.　ライティング、リスニング
13.　ライティング、リスニング
14.　面接練習、リスニング
15.　面接練習、リスニング

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

4

5

1／2／3／4

ライティング課題提出（10%）

二次面接練習における主体的な取り組み（10%）

期末試験（40%）

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力

思考・判断・表現力／主体性

ライティングの全体的な構成を分析し、順序立てて論旨を展開する力に応用することができる。

与えられた条件に従って正しく英文を作り、発話することができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業内小テスト（語彙・リスニング）（40%）

本授業は、実用英語技能検定（英検）準1級取得を目的とする。授業では、過去問題を通して全ての出題形式を学習する。一次試験対策として、語彙、文法、長文読
解、リスニング、ライティングの分析及び対策をするとともに、二次試験対策として面接練習を行う。英検合格に必須となる語彙力及びリスニング力強化に重点を置
く。（コース途中で準1級を取得し、1級合格を目指す学生が複数名出る場合は、後半部分を1級対策に変更する。）

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能

知識・技能／思考・判断・表現力

英検準1級合格に必要な語彙・文法を学習し、読解へ応用することができる。

リーディングスキルを学習し、制限時間内に読解問題を解く力に応用することができる。

聞く力を鍛えることにより、英検準１級合格に必要なレベルまで理解力を高めることができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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語彙小テストとリスニング小テストの解答は、テスト終了後に提示又は配布する。
ライティング課題は、採点後返却する。
期末試験の模範解答は、manaba folioに掲載する。

定期試験
16週目に筆記試験を行う。

試験のフィードバックの方法

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習：教材の指定ページにある語彙を毎週暗記してから授業に臨むこと（約1時間）。
復習：授業内で取り上げた語彙が期末テストに出題されるため、各自復習しておく。

必携書（教科書販売）
『英検準1級でる順パス単』、2021年、ISBN 978-4-01-094983-2、旺文社

必携書（教科書販売以外）
＜参考書等＞
毎回の授業で配布するプリント
初回授業時に提示する参考教材

オフィスアワー
質問は授業後、又はメールで受け付ける（メールアドレスは初回授業時に提示）。

連絡先
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単位数英語ＩＩＩ 1単位

授業形態（副） ２演習

210B3-2340-o1
坂口　真理

授業コード 21670 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
１．この授業の説明、TOEICとは。Listening &Reading
２．Entertainment - Listening &Reading
３．Transportation-Listening &Reading
4．Technology-Listening &Reading
5. Housing/Building/ Construction-Listening &Reading
6．Sightseeing-Listening &Reading
7．Eating out-Listening &Reading
8．まとめと小テスト
９．Hospital /Health -Listening &Reading
10．Finance/Budget/Salary -Listening &Reading
11．Hobby/Sport/Art -Listening &Reading
12. Education /Schools -Listening &Reading
13. Shopping/Purchases-Listening &Reading
14. Personnel/Training--Listening &Reading
15. Employment/Job Hunting--Listening &Reading
16.　定期試験

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

宿題・小テスト　　２０％

試験または最終課題　７０％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　１０％

この授業では、英語の実践力をあげるために、TOEICのListeningとReadingに照準をあわせた教科書を使い、授業をおこなう。英語の実践力を高めることは、大学の授
業の理解力を養うとともに、留学生活や就職など、将来にも役立つと考えられる。
 授業時間の半分をListening に、残り半分をReadingに使う予定である。言語学の教員であるので、Readingにおいては文法事項についてもくわしく解説する。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

実用的な英語の語彙を身につけ、英語の長文が理解できるようになる。

英語の実用的な会話を聞いて、理解できるようになる。

自分自身の到達目標を設定し、前よりも高得点を獲得しようと、主体的に努力する。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じて授業やmanabaでfeedback を行なう。

定期試験
試験、または最終課題提出
宿題も数回でます。

試験のフィードバックの方法

maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
練習問題をすべてやりつくした場合は、教員から新たな問題を用意します。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
根気よく予習・復習をしてください。
（予習）少なくも１．５時間
（復習）少なくとも　１．５時間　語彙の修得に力を入れてください。すればするほど、点数が伸びてきます。

必携書（教科書販売）
The Ultimate Approach for the TOEIC Test     Emiko Matsumoto, Hideo Hamada, Syrbastyain Vzampfyier, 成美堂

必携書（教科書販売以外）
特になし。

オフィスアワー
授業やメール、manaba等で随時受け付けます。

連絡先
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単位数英語ＩＶ 1単位

授業形態（副） ２演習

210B3-2340-o1
坂口　真理

授業コード 21680 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. 授業の紹介。TOEICとは。　Restaurant-Listening & Reading
2.　Hotel-Listening & Reading
3.　Shopping-Listening & Reading
4.  Financing-Listening & Reading
5. Hospital-Listening & Reading
6. Airport-Listening & Reading
7. まとめと小テスト
8. Transportation-Listening & Reading
9. Sightseeing-Listening & Reading
10. Office Issues-Listening & Reading
11. Business-Listening & Reading
12. Sports events-Listening & Reading
13. Computers-Listening & Reading
14. Personnel-Listening & Reading
15. Hiring and Training-Listening & Reading

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

小テスト・宿題　　２０％

定期試験または最終課題　　７０％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取りくみ　　１０％

この授業では、英語の実践力をあげるために、TOEICのListeningとReadingに照準をあわせた教科書を使い、授業をおこなう。英語の実践力を高めることは、大学の授
業の理解力を養うとともに、留学生活や就職など、将来にも役立つと考えられる。
毎回 授業時間の半分をListening に、残り半分をReadingに使う予定である。言語学の教員であるので、Readingにおいては文法事項についてもくわしく解説する。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

実用的な英語の語彙を身につけ,英語の長文が理解できるようになる。

英語の実用的な会話を聞いて、理解できるようになる。

自分自身の到達目標を設定し、前よりも高得点を獲得しようと、主体的に努力する。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じて、授業またはmanabaで、feedbackを行なう。

定期試験
16週目に試験または、最終レポートを出します。
宿題も数回出します。

試験のフィードバックの方法

maris@m.ndsu.ac.jp

留意事項
練習問題をすべてやりつくした場合は、教員から新たな問題を用意します。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
根気よく予習・復習をしてください。
（予習）少なくも１．５時間
（復習）少なくとも　１．５時間　語彙の修得に力を入れてください。すればするほど、点数が伸びてきます。

必携書（教科書販売）
Overall Skills for the TOEIC　Test 　Takayuki　Ishii、Emiko Matsumoto, Munekatsu[ Kajiyama, Joe Cuinci　SEIBIDO

必携書（教科書販売以外）
特になし。

オフィスアワー
授業やメール、manaba等で随時受け付けます。

連絡先
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単位数English Writing I [a] 2単位

授業形態（副） １講義

210B1-2000-o2
Adam Brod

授業コード 21705 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1 Introduction to the course, instructor and classmates.  Outline course expectations.
Week 2 Examining the Writing Process, Introduce Correction Symbols
Week 3 Pre-writing, brainstorming and writing topic sentences
Week 4 Writing a rough draft based on pre-writing phase
Week 5 Proof-reading, Drafting and Editing
Week 6 Chronological Order paragraphs - Using transition markers to express time order
Week 7 Narrative Paragraphs -Use connecting words to tell a story in the past tense 
Week 8 Descriptive Paragraphs -Describe the characteristics of an object or possession
Week 9 Descriptive Paragraphs -Describe a photograph, tips on writing descriptions, use of adjectives and images.
Week 10 Describing Locations -Write a description about a favorite place 
Week 11 Classification Paragraphs
Week 12 Comparison Paragraphs
Week 13 Contrastive Paragraphs
Week 14 Combining Compare and Contrast Paragraphs
Week 15 Students' Needs Analysis, Feedback and Course Evaluations

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Homework and Writing Assignments: 70%

Final Exam: 15%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Participation: 15%

Students will learn how to use the writing process to create various styles of paragraphs.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

Learning to write clear, well-organized paragraphs with supporting details and ideas.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given on an individual basis.

定期試験
Week 16 Final Exam

試験のフィードバックの方法

Skype ID: adam.sol.brod
Email: s1056@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Study the assigned readings and notes taken during lectures.

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
Ready to Write 2 Perfecting Paragraphs：Fifth Edition，Blanchard, Karen & Root, Christine (2017)，Pearson Education

必携書（教科書販売以外）
Blanchard, K, Root, C. （2017）Ready to Write 2:Perfecting Paragraphs:Fifth Edition.Hoboken:Pearson Education.

オフィスアワー
Students may speak with me before or after class, as well as ask questions by email at any time.

連絡先
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単位数English Writing II [a] 2単位

授業形態（副） １講義

210B1-2000-o2
Adam Brod

授業コード 21715 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1 New Goals for the semester, Describing summer vacation
Week 2 Problem solving paragraph, Brainstorm a problem and its solutions.
Week 3 Peer review of problem solving paragraphs, Making revisions and editing.
Week 4 Cause and Effect Essays - Part I Causes
Week 5 Cause and Effect Essays - Part II Effects
Week 6 Personal Opinion Essays
Week 7 Writing opinion essays about positive and/or negative effects
Week 8 The Five Paragraph Essay - Writing Thesis Statements and Introductions
Week 9 The Five Paragraph Essay - Writing Body Paragraphs and Conclusions
Week 10 Putting it all together - Writing a Five Paragraph Essay
Week 11 Editing and Revising, Peer review on Five Paragraph Essay
Week 12 Writing Email Messages
Week 13 Writing Personal Letters and Business Letters
Week 14 Writing Summaries and Answering Test Questions
Week 15 Course Evaluations, Feedback and Self - Evaluation

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

Homework and Writing Assignments: 70%

Final Exam: 15%

１

４

５

対応する到達目標の番号成績評価の基準
Class Participation: 15%

Students will expand their genre of writing skills and develop five paragraph essays in addition to learning to write for practical everyday 
purposes.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

Learning to expand a variety of genres of writing including the five paragraph essay and 
specific writing skills for the college student.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given on an individual basis.

定期試験
Final Exam

試験のフィードバックの方法

Skype ID: adam.sol.brod　
Email: s1056@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Study the assigned readings and notes taken during lectures.

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
Ready to Write 2 Perfecting Paragraphs, Blanchard, Karen and Root, Christine，Pearson Education

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Students may speak with me before or after class, as well as ask questions by email at any time.

連絡先
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単位数English Writing I [b] 2単位

授業形態（副） １講義

210B1-2000-o2
Adam Brod

授業コード 21725 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1 Introduction to the course, instructor and classmates.  Outline course expectations.
Week 2 Examining the Writing Process, Introduce Correction Symbols
Week 3 Pre -writing, brainstorming and writing topic sentences
Week 4 Writing a rough draft based on pre-writing phase
Week 5 Proof-reading, Drafting and Editing
Week 6 Chronological Order paragraphs --Using transition markers to express time order
Week 7 Narrative Paragraphs --Use connecting words to tell a story in the past tense
Week 8 Descriptive Paragraphs --Description the characteristics of an object or possession
Week 9 Descriptive Paragraphs --Description a photograph, tips on writing descriptions, use of adjectives and images.
Week 10 Describing Locations --Write a description about a favorite place
Week 11 Classification Paragraphs
Week 12 Comparison Paragraphs
Week 13 Contrastive Paragraphs
Week 14 Combining Compare and Contrast Paragraphs
Week 15 Students' Needs Analysis, Feedback and Course Evaluations　
Week 15 Students' Needs Analysis, Feedback and Course Evaluations

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Homework and Writing Assignments: 70%

Final Exam: 15%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Participation: 15%

Students will learn how to use the writing process to create various styles of paragraphs.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

Learning to write clear, well-organized paragraphs with supporting details and ideas.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given on an individual basis.

定期試験
Final Exam

試験のフィードバックの方法

Skype ID: adam.sol.brod　
　
Email: s1056@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Study the assigned readings and notes taken during lectures.

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
Ready to Write 2 Perfecting Paragraphs：Fifth Edition，Blanchard, Karen and Root, Christine (2017)，Pearson Education

必携書（教科書販売以外）
Blanchard, K, Root,C. （2017）Ready to Write2:Perfecting Paragraphs:Fifth Edition.Hoboken:Pearson Education.

オフィスアワー
Students may speak with me before or after class, as well as ask questions by email at any time.

連絡先
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単位数English Writing II [b] 2単位

授業形態（副） １講義

210B1-2000-o2
Adam Brod

授業コード 21735 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1 New Goals for the semester, Describing summer vacation
Week 2 Problem solving paragraph, Brainstorm a problem and its solutions.
Week 3 Peer review of problem solving paragraphs, Making revisions and editing.
Week 4 Cause and Effect Essays--Part I Causes
Week 5 Cause and Effect Essays--Part II Effects
Week 6 Personal Opinion Essays
Week 7 Writing opinion essays about positive and / or negative effects
Week 8 The Five Paragraph Essay --Writing Thesis Statements and Introductions
Week 9 The Five Paragraph Essay --Writing Body Paragraphs and Conclusions
Week 10 Putting it all together--Writing a Five Paragraph Essay 
Week 11 Editing and Revising, Peer review on Five Paragraph Essay
Week 12 Writing Email Messages
Week 13 Writing Personal Letters and Business Letters
Week 14 Writing Summaries and Answering Test Questions
Week 15 Course Evaluations, Feedback and Self --Evaluation

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Homework and Writing Assignments: 70%

Final Exam: 15%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class Participation: 15%

Students will expand their genre of writing skills and develop five paragraph essays in addition to learning to write for practical everyday 
purposes.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

Learning to expand a variety of genres of writing including the five paragraph essay and 
specific writing skills for the college student.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given on an individual basis.

定期試験
Final Exam

試験のフィードバックの方法

Skype ID: adam.sol.brod
Email: s1056@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Study the assigned readings and notes taken during lectures.

必携書（教科書販売）
＜必携書＞
Ready to Write 2 Perfecting Paragraphs，Blanchard, Karen and Root, Christine，Pearson Education

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Students may speak with me before or after any class, as well as ask questions by e-mail at any time.

連絡先
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単位数English Writing I [c] 2単位

授業形態（副）

210B1-2000-o2
Thomas Fast

授業コード 21745 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
授業計画
第１回：Introduction to the course, instructor and classmates. Outline course expectations. 
第２回：Examining the Writing Process, Introduce Correction Symbols
第３回：Pre-writing, brainstorming and writing topic sentences
第４回：Writing a rough draft based on pre-writing phase　
第５回：Proof-reading, Drafting and Editing
第６回：Chronological Order Paragraph – Using transition markers to express time order
第７回：Narrative Paragraphs - Use connecting words to tell a story in the past tense
第８回：Descriptive Paragraphs – describe the characteristics of an object or possession
第９回：Descriptive Paragraphs – describe a photograph, tips on writing descriptions, use of adjectives and images. 
第10回：Describing Locations – write a description about a favorite place
第11回：Classification Paragraphs　
第12回：Comparison Paragraphs　
第13回：Contrastive Paragraphs　
第14回：Combining Compare and Contrast Paragraphs 
第15回：Students’ Needs Analysis, Feedback and Course Evaluations

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Homework and Writing Assignments 70%　（宿題やパラグラフライティング 70％）

Final Exam 15%　（定期試験 15％）

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Participation　 15%　（クラスディスカッションの参加 15%）

Students will learn how to use the writing process to create various styles of paragraphs.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

Learning to write clear, well- organized paragraphs with supporting details and ideas.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback after each assignment and on the final lesson.

定期試験
Final Exam

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Worksheet exercises.
Weekly writing assignments.

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Teacher will supply materials.
Blanchard, K., Root, C. (2017).Ready to Write 2: Perfecting Paragraphs: Fifth Edition. Hoboken: Pearson Education

オフィスアワー
This class will help students develop their general ability and also teach writing skills through regular writing assignments.

Office Hours will be announced during the first lesson.

連絡先
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単位数English Writing II [c] 2単位

授業形態（副）

210B1-2000-o2
Thomas Fast

授業コード 21755 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
授業計画
第１回：New Goals for the semester, Describing summer vacation　
第２回：Problem solving paragraph, Brainstorm a problem and its solutions
第３回：Peer review of Problem solving paragraphs, Making revisions and editing
第４回：Cause and Effect Essays – Part I Causes
第５回：Cause and Effect Essays – Part II Effects 
第６回：Personal Opinion Essays　
　
第７回：Writing opinion essays about positive and/or negative effects
第８回：The Five Paragraph Essay - Writing Thesis Statements and Introductions
第９回：The Five Paragraph Essay – Writing Body Paragraphs and Conclusions
第10回：Putting it all together - Writing a Five Paragraph Essay
第11回：Editing and Revising, Peer review on Five Paragraph Essay
第12回：Writing Email Messages　
第13回：Writing Personal Letters and Business Letters　
　
第14回：Writing Summaries and Answering Test Questions
第15回：Course Evaluations, Feedback and Self-Evaluation

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

Homework and Writing Assignments 70%

Final Exam 15%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class Participation 15%

Students will expand their genre of writing skills and develop five paragraph essays in addition to learning to write for practical everyday 
purposes.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

Learning to expand a variety of genres of writing including the five paragraph essay and 
specific writing skills for the college student.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback after each assignment and on the final lesson.

定期試験
Final Exam

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Worksheet exercises.
Weekly writing assignments.

必携書（教科書販売）

必携書（教科書販売以外）
Teacher will supply materials.
Blanchard, K., Root, C. (2017).Ready to Write 2: Perfecting Paragraphs: Fifth Edition. Hoboken: Pearson Education.

オフィスアワー
This class will help students develop their general ability and also teach writing skills through regular writing assignments.

Office Hours will be announced during the first lesson.

連絡先
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単位数English Writing I [d] 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210B1-2000-o2
Carolyn Swierski

授業コード 21765 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1.  Intro to course: Types of essays
2. Writing interesting questions; Interviewing partner (descriptive essay)
3. Journaling; paragraph formatting
4. Identifying errors : correction symbols, peer editing 
5. Marking system, journaling
6. Descriptive & Narrative essay
7. Journaling: Adverbs of Frequency
8. Business Letters: formatting ; etiquette 
9. Peer editing; time expressions
10. Journaling; Obituaries (biographies)
11. Peer editing; Present continuous tense 
12. Grammar exercises; Tom’s Diner
13. Research day
14. Final Paper Due; peer editing 
15. Summer journaling; Team speed journaling 
16. Final grades and feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1Homework exercises 20%

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Written assignments  80%

Students will learn how to write creative, descriptive, narrative and informative papers.  They will learn to quickly organize thoughts to write 
extemporaneously during class time, with no time for mapping.  They will also have time to carefully plan longer assignments for homework.  Students 
will learn how to peer edit and offer feedback to their classmates.  They will read their own papers aloud and learn tips on making their delivery 
lively and interesting.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students learn to write interesting, clear, well-organized papers.

Students learn to read critically and peer edit each other's work.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback is constant.  Students are expected to rewrite assignments until a satisfactory product is achieved.

定期試験
Final grades and feedback will be given in Week 16.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Attendance and participation are mandatory.  Successful completion of ALL assignments is required for a passing grade.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students will have homework EVERY WEEK:
Homework grammar exercises will take about 1 hour (every other week)
Essays will take between 2-4 hours (every other week)
Rewrites of essays will take about 30 mins (after each essay is returned)
Research and writing the final paper will take about 5-6 hours.

必携書（教科書販売）
Materials are supplied by the teacher.

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00
Friday 1:00-2:30  (and by appointment)

連絡先

238 / 324



2022/4/18

単位数English Writing II [d] 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210B1-2000-o2
Carolyn Swierski

授業コード 21775 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Reflections of summer: private & public
2. Animal unit: human characteristics (animals)
3. Journaling; Symbolism: deeper meaning
4. Bunny: a short animation; group work
5. Journaling; Aesop’s Fables 
6. Peer editing; Comparatives
7. Journaling; Persuasive essays
8. Peer editing; Social Protest
9. Journaling; Narrowing your topic; canvassing your class
10. Creative Project due: show
11. Reading articles and finding topics to research: Sourcing Sources
12. Works Cited
13. “The Illusionist” (watching movie in class)
14. “The Illusionist” (finish movie in class)
15. Analytical essays due; peer editing
16. Final grades and feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／3Homework exercises  20%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Written assignments  80%

Students will learn how to write an analytical paper, a persuasive essay, how to choose a topic for a social protest project, and how to write a 
Works Cited page.     They will practice quickly organizing their thoughts to write extemporaneously during class time, with no time for mapping.  
They will also have time to carefully plan longer assignments for homework.  Students will practice peer editing and offering feedback to their 
classmates.  The final paper will be a deep analysis of the movie "The Illusionist."

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students learn to write interesting, clear, well-organized papers.

Students will learn how to identify and interpret symbols in narratives.

Students will learn to source sources and write an academic Works Cited list.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback is constant.  Students are expected to rewrite assignments until a satisfactory product is achieved.

定期試験
Final grades will be given in the final class, and will be a culmination of all work done in the semester.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Attendance and participation are mandatory.  Successful completion of ALL assignments is required for a passing grade.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students will have homework EVERY WEEK:
Homework grammar exercises will take about 1 hour (every other week)
Essays will take between 2-4 hours (every other week)
Rewrites of essays will take about 30 mins (after each essay is returned)
Research and writing the final paper will take about 5-6 hours.

必携書（教科書販売）
Materials supplied by the teacher.

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00
Friday 1:00-2:30 (and by appointment)

連絡先
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単位数English Writing III 2単位

授業形態（副）

210B3-3400-o2
Raphael Hawkins

授業コード 21805 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
The instructor has language teaching experience in a wide variety of settings, including Japan's public high school and elementary school system. In 
particular, the instructor has extensive experience preparing students for study abroad at English speaking universities where academic writing is a 
standard expectation. This experience can and will be applied in teaching the course.

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Introduction to the course; Paragraphs and essays
2. Prewriting - Introduction to research papers; formal vocabulary
3. Prewriting - Research; using "become," "almost," "about," and "during"
4. Organizing - The beginning thesis statement; impersonal language and the third person
5. Organizing - The working outline; academic language
6. Organizing - Revising the thesis statement and working outline; "etc." and "and so on"
7. Bigliographical resources and the library
8. Writing - Writing the first draft; vocabulary, electronic dictionaries, and comuter translation
9. Writing - Writing the title; capitalization/puncutation of titles and section headings
10. Writing - Writing the introduction; verb tenses
11. Writing - Support, accuracy, logic, and relevance; small transitions and unclear references
12. Writing - Writing the body; sentence beginnings
13. Writing - Writing the conclusion; truisms, generalities, and exaggerations
14. Writing - Avoiding plagiarism; using quotations in your paper
15. Discussions on final essays; Feedback session

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

Homework and Smaller Writing Assignments 10%

Essay 1 Rough Draft, Peer Editing and Final Copy 25%

Essay 2 Rough Draft, Peer Editing and Final Copy 40%

実施しない

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

4. identify and use appropriate language (vocabulary and grammar) for academic writing and 
avoid plagiarism

5. improve writing through the process of both giving and incorporating feedback on writing

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class Participation 25%

This class will improve and build upon academic writing skills learned in previous writing classes. Students will move from academic writing at 
paragraph level to writing longer, detailed essays in English. The course will be conducted in English and students are expected to use English when 
communicating with both the instructor and other students.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

1. identify and produce the standard features and structure of an academic essay

2. identify and produce strong thesis statements and topic sentences

3. create and employ standard planning strategies for academic writing (e.g. outlines and 
mind-mapping)

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided after assessment tasks
Feedback and a general review of the course will be given in the final class

定期試験
実施しない
Final evaluation and presentation conducted in Week 16 class

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項
This class will help to prepare students for formal academic writing in English. It will be helpful for writing reports, essays and theses in 
English. Completing outside class assignments, meeting deadlines and being prepared are important aspects of this class. Students are expected to 
attend and be prepared for every lesson. Students are also expected to complete all assignments on time, actively participate in all class activities 
and communicate as much as possible in English. Students are encouraged to ask questions at any time during lessons.
 If absent, students are responsible for finding out about assignments and completing them before the next class. Missing deadlines will result in 
lower grades.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Completing homework and being prepared are essential for succeeding in this class.
Preparation (1 hour) is required to closely read relevant parts of the textbook and summarize the content.

必携書（教科書販売）
Basic Steps to Writing Research Papers，David E. Kluge and Matthew A. Taylor，National Geographic Learning/Cengage Learning

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Office hours will be announced in class. Students may speak with the instructor before or after any class as well as ask questions by e-mail at any 
time.

連絡先
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単位数English Writing IV 2単位

授業形態（副）

210B3-3400-o2
Raphael Hawkins

授業コード 21815 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
w1: Introduction
w2: Structure of social scientific research paper
w3: Outline, Peer review 
w4: Background
w5: Research objectives
w6: Literature review (theoretical concepts), Peer review
w7: Literature review (previous studies)
w8: Quotations 
w9: Plagiarism, Peer review
w10: Methodology
w11: Identity of the researcher
w12: Reference list
w13: Footnotes, Peer review
w14: Appendixes
w15: Peer review and feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4

1／2／3／4

Final paper (40%)

Comments and peer review (20%)

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力Students can write up the necessary information for the study appropriately (in quotations, 
tables, figures, footnotes, appendixes, reference list, etc.) .

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Draft presentations (40%)

This class will build up the basic skills to write a social scientific/qualitative research paper. Students will learn how to write introduction and 
background of the research, literature review, and methodology in order to develop their argument in the following sections. Students will improve 
their academic writing through in-class discussion, peer review, and feedback from their peers and the instructor.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

Students can structure and draft the introduction part of their research.

Students can review previous research and theoretical concepts critically.

Students can identify and explain the methodology used in their study.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given in class and upon request.

定期試験
Draft presentations and final report

試験のフィードバックの方法

Contact your instructor Mr Raphael Hawkins at;

s1055@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students who conduct qualitative research in the field of International Communication are strongly recommended to take this course.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students prepare their draft to present in classes and revise it after receiving feedback from instructor as well as classmates (4-6 hours).

必携書（教科書販売）
No textbook.

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
Office hours will be announced in class. Students may speak with the instructor before or after any class as well as ask questions by e-mail at any 
time.

連絡先
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単位数Media Literacy I 2単位

授業形態（副） ２演習

210E3-3400-o2
山口　麻衣子

授業コード 21880 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Orientation of this course and general information 
2. Lesson 1 Waking up to the Media +Research Tools and methods
3. Lesson 2 Introducing the Media Jungle 
4. Lesson 5 The News and Nothing but the News
5. Lesson 6 Watching Television: Is Seeing Believing?
6. Lesson 7 Advertisers and the Power of Persuasion
7. Lesson 8 The Internet and the Information Age
8. Lesson 9 Bullies, Mobile Phones and the Internet
9. Lesson 10 Reading British Newspapers
10. Lesson 11 Lies, Half-truths and Propaganda (fake news)
11. Lesson 12 Freedom and Censorship
12. Lesson 14 Bridging the Digital Divide
13. Lesson 15 Global Communications, Global Citizenship and the Future 
14. Presentation (preparation)
15. Final Presentation

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

Assignment and Quiz 40％

Final Presentation 40％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class Participation 20%

Students will acquire media literacy by using a textbook on this topic. The textbook introduces many types of
media from critical viewpoints so that students can think about each issue by themselves. Students will learn
basic skills in utilizing media. This will involve choosing the appropriate means to best express themselves,
searching information, and giving a presentation. Homework assignments are given several times during this
course. Vocabulary and/or comprehension quizzes will be a part of each lesson. As a final project, students will work
in groups and each group will give a presentation. (Specific topics will be announced during class.)

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can use a variety of media for academic purposes.

Students can use appropriate media to express their ideas.

Students can express their ideas through the media.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力

245 / 324



2022/4/18

定期試験
Final Presentation counts as a Final Exam.

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Weekly comprehension or vocabulary quiz will be given at the beginning of each class. 
Students are expected to submit their assignments on time. 
Students are required to give final presentations by using PowerPoint: topics can be selected from the textbook 
but the details will be announced during the class.
If a change occurs, you will be notified either in class or through Google classroom.

Depending on the situations, we will be using zoom and Google classroom. So, the number of face to face class might be limited accordingly.  Details 
will be announced through manaba or google classroom. So please register well in advance.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students are expected to read the relevant lesson before class. (1-2 hours )
Students are expected to prepare for the quiz. (20 minutes)
Students are expected to work on assignments outside of class. (1 hour) 
Students are expected to give final presentations in groups. (3-5 hours outside of class)

必携書（教科書販売）
Cutting through the Media Jungle, 2011, ISBN978-4-7919-3087-6, John Bray, Yasuo Hirano, Masami Takahashi, Nahomi Machida, Miyuki Takahashi, SEIBIDO

必携書（教科書販売以外）
The instructor will provide other materials through google classroom.

オフィスアワー
Ask me any questions through e-mail or zoom.

連絡先
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単位数Business English I 2単位

授業形態（副） １講義

210E3-3400-o2
木津　弥佳

授業コード 21890 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Meeting people
Week 2: Telephoning
Week 3: Schedules and appointments
Week 4: Company performance
Week 5: Products and services
Week 6: Review quiz
Week 7: Complaints and problems
Week 8: Future prospects
Week 9: Regulations and advice
Week 10: Meetings and discussions
Week 11: Speaking in public
Week 12: Review quiz
Week 13: Presentation & Comments
Week 14: Presentation & Comments
Week 15: Presentation & Comments

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1／2／3

Review Quiz　30%

Presentation　　　　40%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Listening and Writing Assignments　30%

This course provides students with basic communication skills in English in business situations. It focuses on developing their knowledge of the 
business world and career-related vocabulary, giving them opportunities to perform a number of basic tasks at work. This will be done through 
reading, writing, listening and speaking activities as well as making a presentation.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to build vocabulary related to an international workplace.

Students will be able to develop English communication skills (including oral, aural, and 
written) useful for the workplace.

Students will gain knowledge and awareness of international work culture.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral or written feedback will be given upon request.

定期試験
Presentation

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
This course is useful for students who wish to work using English and prepare for TOEIC. This semester focuses on learning about the workplace and 
familiarizing them with vocabulary in different business situations.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students should do the exercises and review vocabulary and expressions to take quizzes. (1.5-2 hours)

必携書（教科書販売）
No textbook.

必携書（教科書販売以外）
Teacher and student-made materials will be used.

オフィスアワー
Email me and/or by appointment

連絡先
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単位数Business English II 2単位

授業形態（副）

210E3-3400-o2
木津　弥佳

授業コード 21892 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Orientation to the course, Recruitment and selection
Week 2: Skills and qualifications
Week 3: Pay and benefits, Ethical behavior 
Week 4: Job advertisements
Week 5: Researching companies
Week 6: Presentation & discussion
Week 7: Presentation & discussion
Week 8: Stress management, Leadership and management styles
Week 9: Business across cultures
Week 10: Writing a CV, cover letter
Week 11: Writing a CV, cover letter
Week 12: Job interview: What can you say at the interview?
Week 13: Job interview: How can you say... at the interview?
Week 14: Job interview practice
Week 15: Review, Job interview

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

2

Presentation, comments & quiz　30%

CV, cover letter & Interview　50%

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation and assignment 20%

This course provides students with basic skills in English in job-hunting situations. This will be done through lectures, practices and activities 
followed by discussions in class. This semester will mainly focus on developing their English language skills to perform a number of basic tasks when 
they are trying to get a job.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

Students can understand a range of English vocabulary in job-hunting situations.

Students can communicate appropriately in various job-hunting situations in English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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Oral feedback will be given after the interview on an individual basis.

定期試験
Students are required to submit their CVs and cover letters. Mock job interviews will take place during Weeks 15 and 16.

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
This course is useful for those of you who wish to look for employment using English. This semester focuses on learning how to do job hunting. You 
will be asked to submit a sample CV with a cover letter and take a mock job interview at the end of the course.

You should always submit your assignments in time; late submission will not be accepted.

This schedule is provisional and will be finalized before the 2nd semester.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students should review vocabulary and expressions to take a quiz, and do the exercises in the texts. (1.5-2 hours)

必携書（教科書販売）
No Textbook.

必携書（教科書販売以外）
Teacher and student-made materials will be used.

オフィスアワー
Email me and/or by appointment

連絡先
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単位数English for Study Abroad I 2単位

授業形態（副） １講義

210E2-2340-o2
小野　真由美

授業コード 21895 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Introduction to study abroad 
Week 2: Clarifying motivation for studying abroad 
Week 3: Knowing the programs 
Week 4: Departure and arrival
Week 5: Meeting new people, Quiz
Week 6: At home with your host family/roommates
Week 7: On campus
Week 8: During the class, Quiz
Week 9: Off campus activities
Week 10: Risk management
Week 11: Travel health and healthcare, Quiz
Week 12: Presentation and peer review 1
Week 13: Presentation and peer review 2
Week 14: Portfolio submission
Week 15: Review

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2

1／2

Assignment and quiz (20%)

In-class presentations (30%)

Test (30%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation (20%)

This course will help you build the basic skills you will need to study abroad in English-speaking countries. It also aims to encourage students to 
study abroad and to guide them practically to preparation. This semester focuses on developing your daily conversation skills and vocabulary when you 
speak to your English teacher, classmates, homestay family/roommates and other English-speaking people in the community.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will obtain the necessary communication skills and hands-on information when you go 
abroad to study the English language.

Students will be able to clarify their motivation for studying abroad and to learn what to 
prepare before their departure.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given in class.

定期試験
Test

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項
The maximum number of student registration is 60. 履修希望者が60人を越える場合は、初回の授業で抽選を行う。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find out what assignments are due 
(1.5 hours).

必携書（教科書販売）
No textbook.

必携書（教科書販売以外）
Necessary book chapters and articles will be announced and provided in class.

オフィスアワー
Monday 13:00-14:30 or by appointment.

連絡先
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単位数English for Study Abroad II 2単位

授業形態（副）

210E2-2340-o2
山口　麻衣子

授業コード 21897 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1 Orientation of this course, Introduction +pre unit
Week 2 Unit 1 Campus Life+ note taking skills 1
Week 3 Unit 2 Music, Arts, and Literature + note taking skills 2
Week 4 Unit 3 Medicine and Health + critical thinking skills 1
Week 5 Unit 4 Environment+ critical thinking skills 2
Week 6 Unit 5 Botany
Week 7 Unit 6 Education
Week 8 Unit 7 Global Climate
Week 9 Unit 8 Earth Science
Week 10 Unit 9 Astronomy
Week 11 Unit 10 History
Week 12 Unit 11 Anthropology and Archaeology/+discussion 1
Week 13 Unit 12 Philosophy /+discussion2
Week 14 Unit 13 Psychology /+discussion3
Week 15 Unit 14 Biology/Final Exam or Final Assignment

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1／2／3

1／2／3

Assignment and Quiz 20%

Discussion+Writing Assignment 30%

Final Exam/ Final Assignment 30%

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class Participation 20%

This course will provide you with practical information on English-speaking universities and help you prepare for
studying abroad in an undergraduate program. This semester focuses on developing your English language
qualification and academic skills when you plan a long-term study abroad.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students are aware of the importance of their English qualification and 
academic skills when they study at an English-speaking university.

Students can express and exchange their ideas and opinions through group
work.

Students can express/present their ideas logically through writing assignments.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Feedback will be provided during the class.

定期試験
16　Final Exam or Final Assignment

試験のフィードバックの方法

m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
You need to work on the project (prior preparation for the discussion ) and assignments inside and outside of class work. You also need to submit 
your assignments on time and study for the quiz.
The specific contents regarding the final assessment will be announced during the class.

Depending on the situation, we will be using zoom and Google classroom. So, the number of face to face class might be limited accordingly. Details 
will be announced through manaba or google classroom. So please register well in advance.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Preparation:
You must actively participate in class activities and are expected to prepare your homework ahead of each
class. 
You need to work on the project (prior preparation for the discussion ) and assignments inside and
outside of class work. You also need to submit a report after each discussion session. (1 hour)
You are expected to submit writing assignment every week. (30 minutes) 

You must look up new words or unfamiliar words in the dictionaries beforehand. (30minutes)
You are expected to take vocabulary tests and other tests via google classroom. (5 minutes)
You are also expected to do reading sections beforehand. (0.5-1 hour)
Review:
You need to study for the quiz. (10 minutes)

必携書（教科書販売）
GET READY FOR THE TOEFL® TEST, 2019, Tadayoshi Kaya, and Bill Benfield, SEIBIDO
ISBN: 978-4-7919-6031-6

必携書（教科書販売以外）
Other materials will be provided through google classroom or manaba.

オフィスアワー
e-mail or zoomで質問を随時受け付けます。
Ask me any questions through e-mail or zoom.

連絡先
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単位数異文化理解Ｉ 2単位

授業形態（副） ２演習

210B3-2340-o2
小野　真由美

授業コード 21900 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
第１回：異文化理解と異文化コミュニケーション
第２回：文明と文化—進化論の世界
第３回：イギリスにおける社会と〈文化〉—機能主義と機能構造主義
第４回：自文化中心主義（ethnocentrism)と文化相対主義（cultural relativism) 
第５回：アメリカ先住民の社会と文化—フランツ・ボアズとフィールドワーク
第６回：文化とパーソナリティ—『菊と刀』のなかの日本
第７回：ジェンダーから異文化を理解する—マーガレット・ミードとサモア
第８回：異文化を〈語る〉ということ（グループディスカッション）
第９回：文化相対主義の現代的諸相—アイデンティティ、政治、人権
第10回：アメリカにおける人種主義（racism)とエスニシティ（ethnicity)
第11回：多様性（diversity)と多文化主義(multiculturalism)
第12回：異文化コミュニケーションの体験から学ぶ（ゲストスピーカー）
第13回：異文化理解のための英語表現（グループワーク）
第14回：グループプレゼンテーション 
第15回：総括

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／3

1／2／3

課題・プレゼンテーション　30％

テスト　50％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20％

　本授業の目的は、異文化理解の基礎を習得し、異文化間のコミュニケーション（交流）について理解することである。前半では、異文化理解の基礎となる文化人類
学の文化の捉え方や基本的な概念について把握し、〈文化〉とは何かを考える。後半では、英語が使われている国・地域の歴史・社会・文化（特にアメリカ）につい
て基本的な内容を理解し、英語やその背景にある文化の多様性および他者理解の現状と課題について学ぶ。また、グループディスカッションやグループワークを通じ
て、異文化を〈語る〉ということについて経験的に理解し、異文化理解のための英語表現について具体的に検討する。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考
英文教職履修者は「Ⅰ」or「Ⅱ」を選択必修

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解することができる。

多様な文化的背景を持った人との交流を通して、文化の多様性及び異文化交流の意義について体験的に理
解することができる。

英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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授業中のコメントへの応答によるフィードバック。

定期試験
定期試験

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
授業中に紹介された参考資料を読むこと、授業中で出された課題に取り組くむこと、授業で扱う内容に関連する英文の新聞記事や文献などを検索し、様々な意見に触
れること（2時間）。

必携書（教科書販売）
なし。

必携書（教科書販売以外）
浜本満・浜本まり子（共編）『人類学のコモンセンス—文化人類学入門』（学術図書出版社、1994年）
桑山敬己・綾部真雄（編著）『詳論文化人類学—基本と最新のトピックを深く学ぶ』（ミネルヴァ書房、2018年）
小坂貴志『異文化コミュニケーションのA to Z—理論と実践の両面からわかる』（改訂版）（研究社、2017年）

オフィスアワー
月曜日3時限、或いはアポイントメント。

連絡先
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単位数異文化理解ＩＩ 2単位

授業形態（副） ２演習

210B3-2340-o2
小野　真由美

授業コード 21910 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
第１回：多文化社会における異文化理解と異文化コミュニケーション
第２回：宗教と世界観
第３回：オリエンタリズム（Orientalism）
第４回：階級と文化—カルチュラル・スタディーズの視点
第５回：アイデンティティの政治(identity politics)
第６回：越境する文化—グローバリゼーション（globalization)、トランスナショナリズム(transnationalism)、ハイブリディティ(hybridity)
第７回：異文化理解の〈実践〉（グループディスカッション）
第８回：アジアの「英語化」(Englishization) 
第９回：多文化教育における包摂と多様性
第10回：多文化主義のゆくえ—オーストラリアとカナダの比較から
第11回：多文化社会の未来—ポストエスニックなアメリカ
第12回：異文化コミュニケーションの体験から学ぶ（ゲストスピーカー）
第13回：異文化理解のための英語教育（グループワーク）
第14回： グループプレゼンテーション
第15回：総括

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／3

課題・プレゼンテーション　30％

テスト　50％

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

授業への取り組み　20％

　本授業の目的は、異文化理解の基礎を習得し、異文化間のコミュニケーション（交流）について理解することである。前半では、多文化社会における異文化理解と
異文化コミュニケーションを考える上で基礎となる文化人類学の文化の捉え方や基本的な概念について把握し、〈文化〉とは何かを考える。後半では、英語が使われ
ている国・地域の歴史・社会・文化を多文化社会の側面から理解し、英語やその背景にある文化の多様性および他者理解の現状と課題について学ぶ。また、グループ
ディスカッションやグループワークを通じて、異文化理解の〈実践〉について経験的に理解し、異文化理解のための英語教育について具体的に検討する。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考
英文教職履修者は「Ⅰ」or「Ⅱ」を選択必修

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状と課題を理解することができる。

多様な文化的背景を持った人との交流を通して、文化の多様性及び異文化交流の意義について体験的に理
解することができる。

英語が使われている国や地域の歴史、社会、文化について基本的な内容を理解することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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授業中のコメントへの応答によるフィードバック

定期試験
定期試験

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
授業中に紹介された参考資料を読むこと、授業中で出された課題に取り組くむこと、授業で扱う内容に関連する英文の新聞記事や文献などを検索し、様々な意見に触
れること（2時間）。

必携書（教科書販売）
なし

必携書（教科書販売以外）
浜本満・浜本まり子（共編）『人類学のコモンセンス—文化人類学入門』（学術図書出版社、1994年）
桑山敬己・綾部真雄（編著）『詳論文化人類学—基本と最新のトピックを深く学ぶ』（ミネルヴァ書房、2018年）
小坂貴志『異文化コミュニケーションのA to Z—理論と実践の両面からわかる』（改訂版）（研究社、2017年）

オフィスアワー
月曜日3時限、或いはアポイントメント。

連絡先
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単位数比較文学概論Ｉ 2単位

授業形態（副）

210B3-2340-o2
David Ramsey

授業コード 22020 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1.	Introduction: folktales, fairy tales, and archetypes
2.	Fairy Tales and critical approaches  (psychology, gender, etc.)
3.	Hansel and Gretel: sources, close reading and analysis
4.     Hansel and Gretel: modern revisions; art, music, and film
5.     Hansel and Gretel: scholarship and criticism
6.	Little Red Riding Hood: sources, close reading and analysis 
7.	Little Red Riding Hood: modern revisions; art, music, and film
8.	Little Red Riding Hood: scholarship and criticism
9.	Cinderella: sources, close reading and analysis 
10.	Cinderella: modern revisions; art, music, and film
11.	Cinderella: scholarship and criticism
12.	Snow White: sources, close reading and analysis 
13.	Snow White: modern revisions; art, music, and film 
14.	Snow White: scholarship and criticism
15.	Review of primary and secondary texts

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

Quizzes and short assignments: 30%

Presentations and final report: 40%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 30%

This class provides an introduction to comparative literature through the study of traditional folktales or fairy tales.  In this semester we will 
study “Hansel and Gretel,” “Little Red Riding Hood,” Cinderella,” and “Snow White,” and we will learn about their parallels in other tales 
from around the world.  We will closely read the tales, and we will consider the tales’ sources, some modern revisions, as well as relevant 
scholarship and criticism—including approaches from the fields of psychology and gender studies.  Art, film, and music will also be studied to 
situate the stories in a broader, more comprehensive and enjoyable cultural frame.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to recognize and explain in English the folktales and fairy tales, and 
important cultural archetypes found in them.

Students will be able to recognize and apply in English different critical approaches that 
reveal the cultural and ideological significance of these tales.

Students will be able to recognize and explain in English depictions of these tales in art, 
music, film, and later literary treatments.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final report in office consultation.

定期試験
Final presentation and report

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations 
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon 
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find 
out what assignments are due.  Maximum enrollment is 10 students; priority will be given to students in the literature course and to those writing 
literature sotsurons.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
Maria Tatar, ed.  The Classic Fairy Tales. 2nd Norton Critical Ed.   ISBN:  978-0-393-60297-5

必携書（教科書販売以外）
Prints.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数比較文学概論ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210B3-2340-o2
David Ramsey

授業コード 22030 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 All instruction and materials are in English.
授業予定一覧
1.	Introduction: review of folktales, fairy tales, and archetypes
2.	Beauty and the Beast: sources
3.	Beauty and the Beast: close reading and analysis 
4.	Beauty and the Beast: modern revisions; art, music, and film
5.	Beauty and the Beast: scholarship and criticism
6.	Sleeping Beauty: sources
7.	Sleeping Beauty: close reading and analysis 
8.	Sleeping Beauty: modern revisions; art, music, and film
9.	Sleeping Beauty: scholarship and criticism
10.	The Little Mermaid: sources
11.	The Little Mermaid: close reading and analysis 
12.	The Little Mermaid: modern revisions; art, music, and film 
13.	The Little Mermaid: scholarship and criticism
14.	Review of primary texts
15.	Review of secondary texts

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

Quizzes and short assignments: 30%

Presentations and final report: 40%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active class participation: 30%

This class provides an introduction to comparative literature through the study of traditional folktales or fairy tales. In this semester we will 
study “Beauty and the Beast,” “Sleeping Beauty,” and “The Little Mermaid,” and we will learn about their parallels in other tales from around 
the world.  We will closely read the tales, and we will consider the tales’ sources, some modern revisions, as well as relevant scholarship and 
criticism—including approaches from the fields of psychology and gender studies.  Art, film, and music will also be studied to situate the stories in 
a broader, more comprehensive and enjoyable cultural frame.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to recognize and explain in English the folktales and fairy tales, and 
important cultural archetypes found in them.

Students will be able to recognize and apply in English different critical approaches that 
reveal the cultural and ideological significance of these tales.

Students will be able to recognize and explain in English depictions of these tales in art, 
music, film, and later literary treatments.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Students will receive feedback for quizzes in class; students can receive feedback on final report in office consultation.

定期試験
Final presentation and report

試験のフィードバックの方法

ramsey@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Lectures, discussions, presentations, and assignments will all be in English. Students should be actively engaged during lectures and presentations 
by taking notes. Students are encouraged to read the material more fully on their own, both in English and in Japanese. Class activities depend upon 
students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, students are responsible to find 
out what assignments are due.  Maximum enrollment is 10 students; priority will be given to students in the literature course and to those writing 
literature sotsurons.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. (2 hours)

必携書（教科書販売）
Maria Tatar, ed.  The Classic Fairy Tales. 2nd Norton Critical Ed.   ISBN:  978-0-393-60297-5

必携書（教科書販売以外）
Prints.

オフィスアワー
Mon 4:15-4:45,  Wed 12:15-12:45, and by appointment

連絡先
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単位数英語科教育法Ｉ 2単位

授業形態（副）

210B3-2000-o2
小橋　雅彦

授業コード 22200 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
公立高等学校，国立大附属中・高等学校において英語教育に携わっていた経験から，英語科教育における課題を実践面から具体的に把握しており，指導法の教授にお
いては理論的なアプローチのみならず実践的なアプローチの面からも行うことができる。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1.　世界の中の英語と日本の英語科教育
 2.　異文化理解と国際理解教育
 3.　言語要素の指導（文字・語彙・音声・文法等）
 4.　第二言語習得
 5.　コミュニケーション能力と４技能の総合的・統合的指導
 6.　英語音声の基礎と英文法の指導の在り方 
 7.　外国語教授法(1) GTM・直接教授法・Oral Method・Oral Approach
 8.　　　　〃　　(2) Cognitive Approach・Communicative Approach
 9.　多様な授業形態（ALTとの協同授業・ICTの活用・習熟度別クラス・協同授業）
10.　学習指導要領(1) 小学校・英語活動及び英語
11.　　　〃　　　(2) 中学校・言語活動
12.　　　〃　　 (3) 中学校・言語材料
13.　　　〃　　 (4) 高等学校・言語活動
14.　　 〃　　　(5) 高等学校・言語材料
15.　学習指導案の作成と評価の在り方：観点別評価・評価規準の設定・言語能力の測定と評価

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

　課題・レポート　　　10％

　期末試験　　　　　　70％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

　講義への取り組み度　20％

　英語科教育法の基礎づくりとして，学習指導要領の原理，コミュニケーション能力の育成等の講義とテキストの読解を行う。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考
教職課程履修者は必修

本授業の概要

到達目標

中・高の生徒が英語による基礎的なコミュニケーション能力を身につけることが出来るようにするための
指導法の基礎を養う。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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後日、解答を掲示。

定期試験
期末テスト

試験のフィードバックの方法

mkobashi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
十分な予習を前提に授業を実施する。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
（予習）授業予定の教科書の範囲を読み込んでおくこと。
（復習）講義内容と学習指導要領との関連性を確認すること。

必携書（教科書販売）
『小学校学習指導要領(平成29年告示）解説−外国語活動・外国語編−』，2018年，ISBN978-4-304-05168-5，文部科学省，開隆堂
『中学校学習指導要領(平成29年告示）解説−外国語編−』，2018年，ISBN978-4-304-05169-2，文部科学省，開隆堂
『高等学校学習指導要領(平成30年告示）解説−外国語編　英語編−』，2019年，ISBN978-4-304-05178-4，文部科学省，開隆堂
『よくわかる英語教育学』，2021年，ISBN978-4-623-09108-9，鳥飼玖美子ほか，ミネルヴァ書房

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
※このほかに授業で使用する教科書については別途指定する。

オフィスアワー
質問は随時受け付ける。

連絡先
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単位数英語科教育法ＩＩ 2単位

授業形態（副）

210B3-3000-o2
小橋　雅彦

授業コード 22210 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
公立高等学校，国立大附属中・高等学校において英語教育に携わっていた経験から，英語科教育における課題を実践面から具体的に把握しており，指導法の教授にお
いては理論的なアプローチのみならず実践的なアプローチの面からも行うことができる。

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
1. 英語科教育における基礎・基本
2. 外国語教育の本質
3. 英語科教育の目的・目標
4. 効果的な英語科教育の在り方（ICTの活用を含む）
5. 日本における英語科教育の展望：歴史的考察から未来へ
6. 中学校における実践（総論）
7. 中学校における実践（リスニング活動）
8. 中学校における実践（スピーキング活動）
9. 中学校における実践（リーディング活動）
10. 中学校における実践（ライティング活動）
11. 高等学校における実践（総論）
12. 高等学校における実践（リスニング活動）
13. 高等学校における実践（スピーキング活動）
14. 高等学校における実践（リーディング活動） 
15. 高等学校における実践（ライティング活動）

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1

1

　課題・レポート　　10％

　期末試験　　　　　70％

１

４

５

1
対応する到達目標の番号成績評価の基準

　講義への取り組み度　20％

　英語科教育法の基本として言語的素養の上に主要な学習理論に触れ，我が国の生徒に対しての効果的な教授法を研究する。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考
教職課程履修者は必修

本授業の概要

到達目標

第二言語，外国語教授法の歴史的流れと現在の主たる教授法について英語を通して理解し，実践力をつけ
る。また本格的な論文を読むことにより，読解力をつける。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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後日、解答を掲示

定期試験
期末テスト

試験のフィードバックの方法

mkobashi@m.ndsu.ac.jp

留意事項
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説−外国語編」
文部科学省「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説−外国語編」
以上2冊は常時携帯すること。
教職課程履修者は必修。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
十分な予習を前提に授業を実施する。

必携書（教科書販売）
卯城祐司・樫葉みつ子（編著）（2021）『新・教職課程演習　第18巻　中等英語科教育』，ISBN978-319-00359-4，協同出版

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞
文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説−外国語編」
文部科学省「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説−外国語編」
小橋雅彦（2021）『若い英語教師のための教材研究入門』大学教育出版
※その他プリント等を配付する。

オフィスアワー
質問等は随時受け付ける。

連絡先
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単位数General Introduction to International Communication I 2単位

授業形態（副） ２演習

210A2-1000-o2
小野　真由美、木津　弥佳

授業コード 23110 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1 Course introduction 
Week 2 Unit 1: Intercultural Communication in Today's World
Week 3 Mapping English speaking countries in the world
Week 4 Unit 2: English for Intercultural Communication
Week 5 global English 
Week 6 Unit 3: Important Features of Human Communication
Week 7 Non-verbal communication
Week 8 Unit 4: The Concept of Culture
Week 9 Acculturation
Week 10 Unit 9: Stereotypes and Intercultural Communication 
Week 11 Development of intercultural sensitivity (“Rainbow War”) 
Week 12 Unit 10: Cultural Accommodation in Intercultural Communication
Week 13 Identity
Week 14 Group discussion
Week 15 Group presentation and peer review

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

Assignment and quiz 30%

End-of-semester test 50%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation 20%

This course will introduce the basic concept of international communication. Students will develop a sense of what it is to be 'international' and 
'bi-cultural' through reading and discussing relevant intercultural issues. It will highlight the advantages of having an international perspective 
as well as looking at some of the challenges of being different.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

Students will learn the key terms and basic concepts of intercultural communication.

Students will be able to discuss the topics and exchange their thoughts in class.

Students will be able to build the basic knowledge, skills, and vocabulary to study 
intercultural communication in English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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Feedback will be given in class or upon request.

定期試験
Week 16 End-of-semester Test

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
You should learn the necessary vocabulary ahead of the class and go over the content of the readings and other material so that you can build up your 
discussion skills. Homework will be expected to take about one hour per week.

必携書（教科書販売）
Troy McConachy、古家聡、櫻井千佳子『Intercultural Communication for English Language Learners in Japan（英語学習者のための異文化コミュニケーショ
ン）』（2017年、南雲堂）(This is the same textbook for International Communication II.)

必携書（教科書販売以外）
小坂貴志『異文化コミュニケーションのA to Z—理論と実践の両面からわかる』（改訂版）（研究社、2017年）
Printed material will be provided in class.

オフィスアワー
Monday 13:00-14:30, or by appointment.

連絡先
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単位数General Introduction to International Communication II 2単位

授業形態（副） １講義

210A2-1000-o2
木津　弥佳、小野　真由美

授業コード 23210 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1	Course Overview	
Week 2	Unit 5: Language and Thought
Week 3	Mono-lingualism, bilingualism, multilingualism
Week 4	Unit 6: Communication Styles
Week 5	Culture game
Week 6	Unit 7: Human Psychology and Communication
Week 7	Politeness: case studies
Week 8	Uni 8: Speech Acts across Cultures
Week 9	Unspoken meanings
Week 10	Unit 11: Intercultural Communication in Higher Education
Week 11 	Overseas educational systems 
Week 12	Presentation
Week 13	Unit 12: Study Abroad and Intercultural Adaptation 
Week 14	Models of adaptation
Week 15	Unit 13: Intercultural Competence for the Future
Week 16	End-of-semester Test

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

Assignment & quiz 30%

End-of-semester tests  50%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation  20%

This course will further introduce the basic concept of international communication. Students will develop a sense of what it is to be 
'international' and 'bi-cultural' through reading and discussing relevant intercultural issues. It will highlight the advantages of having an 
international perspective as well as looking at some of the challenges of being different.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能

Students will learn the key concepts of intercultural communication and be equipped with basic 
knowledge and skills to be competent intercultural communicators.

Students will be able to think about the topics independently and put their thoughts clearly 
into words in class discussions.

Students will be able to build vocabulary related to intercultural communication.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given in class or upon request.

定期試験
Week 16 End-of-semester test

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
You should learn the necessary vocabulary ahead of the class and go over the content of the readings and other material so that you can build up your 
discussion skills.

必携書（教科書販売）
Troy McConachy、古家聡、櫻井千佳子　『Intercultural Communication for English Language Learners in Japan』（2017年、南雲堂）
(This is the same textbook for International Communication I.

必携書（教科書販売以外）
小坂貴志『異文化コミュニケーションのA to Z—理論と実践の両面からわかる』（改訂版）（研究社、2017年）
Any other necessary materials will be provided in class.

オフィスアワー
Email me and/or by appointment.

連絡先
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単位数International Communication IA 2単位

授業形態（副） ２演習

210E2-2340-o2
小野　真由美

授業コード 23310 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 英語
授業予定一覧
Week 1: Course introduction
Week 2: The UK, Quiz 
Week 3: The USA
Week 4: Canada
Week 5: West Indies, Quiz
Week 6: Hawaii
Week 7: Australia
Week 8: Film viewing and discussion, Quiz
Week 9: New Zealand
Week 10: Asian Englishes 
Week 11: Debate preparation 1, Quiz
Week 12: Debate preparation 2
Week 13: Debate 1
Week 14: Debate 2
Week 15: Review and final discussion

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2

1／2

1／2

Assignment and quiz (10%)

In-class presentations (20%)

Debate (30%)

Final report (20%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation (20%)

This course will introduce students to the culture, history, and custom of English-speaking countries around the world. These include the UK, the 
USA, Canada, West Indies, Hawaii, Australia, New Zealand, and Asia. It also covers socio-cultural issues of these countries so that the students 
learn to analyze and interpret social and cultural realities.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be familiar with several English-speaking cultures all over the world.

Students will be able to discuss the socio-cultural issues of these countries.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given in class.

定期試験
Final report

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students should learn the necessary vocabulary and complete the exercises in the textbook ahead of the class and go over the content of the readings 
and other material so that they can build up their discussion skills (1.5 hours).

必携書（教科書販売）
No textbook.

必携書（教科書販売以外）
Necessary book chapters and articles will be announced and provided in class.

オフィスアワー
Monday 13:00-14:30 or by appointment.

連絡先
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単位数International Communication IB 2単位

授業形態（副） １講義

210E2-2340-o2
小野　真由美

授業コード 23320 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Course introduction
Week 2: Brief history and the impact of colonialism in Southeast Asia
Week 3: Why tourism matters?
Week 4: World heritage and tourism in Cambodia 
Week 5: World heritage and tourism in Malaysia, Quiz and Discussion
Week 6: Eco-tourism in Malaysia
Week 7: Tradition and tourism in Bali, Indonesia
Week 8: Religion and tourism in Indonesia
Week 9: Ethnic tourism and gender in Thailand 
Week 10: Cannibal Tours
Week 11: Slam tourism in the Philippines 
Week 12: Medical tourism in SE Asia 
Week 13: Dark tourism in Singapore 
Week 14: Casino and integrated resort in Singapore
Week 15: Politics of representation in SE Asia and review

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2

Assignment and in-class presentations (30%)

Final report (50%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

In class discussion (20%)

This course offers a comprehensive introduction to the cultures, societies, and people in Southeast Asia. Furthermore, it explores the cultures and 
societies of Southeast Asia in association with cultural heritage and tourism, which has become an important aspect of globalization, from an 
anthropological/sociological perspective. By focusing on Malaysia, Singapore, Indonesia, the Philippines, Cambodia, and Thailand where tourism has 
grown to be one of the major industries in the countries and thus has played a fundamental role in the national development, this course gives a 
deeper insight into the identity construction and representation of culture of these countries.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will gain the basic knowledge of geography, history, and cultures of Southeast Asia.

Students will be able to understand the relationships between the industry and cultural 
production through exploring the cultural practices and impacts of tourism on host societies.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性
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Oral feedback will be given in class or upon request

定期試験
Final report

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項
The second year students who wish/intend to join International Communication Seminar I [e] are strongly recommended to take this course.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students are expected to read the materials and prepare for classes so that they can participate in the discussions (2 hours).

必携書（教科書販売）
No textbook.

必携書（教科書販売以外）
山下晋司（編）『観光文化学』（2007年、新曜社）
Necessary book chapters and articles will be announced and provided in class.

オフィスアワー
Monday 13:00-14:30 or by appointment.

連絡先
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単位数International Communication IIA 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210E2-2340-o2
Carolyn Swierski

授業コード 23410 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1.  Introduction to course
2.  Introduction to the Environment Unit
3.  How Green is Your Home?
4.  Interdependence
5.  Global Systems
6.  You Are Nature: Personification
7.  Nature is Speaking: Recitations
8-9. Eco-mmercial Preparation
10. Eco-mmercial Presentations
11. Intro toUnit 2:  Aging, Racism & Religious Intolerance
12.  Driving Miss Daisy:  Part 1 (discussion on Aging)
13. Driving Miss Daisy:  Part 2 (discussion on Racism)
14. Driving Miss Daisy:  Part 3 (discussion on Religious Intolerance)
15. Driving Miss Daisy:  Part 4 : Wrap-up
16.  Grades and feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／3／4

1／2

1／2／3／4

Written assignments　40%

Individual Presentation 20%

Group Presentation  20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical essay.

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation 20%

Students will comprehend the large and small ecological implications of human impact on the environment. Through discussion and group work, students 
will develop concrete solutions and offer measures to be taken to make a difference in their own lives and the that of their communities.  Students 
will collaborate in groups to create a public service announcement about an ecological solution.  The 2nd unit will use the Academy-award-winning 
movie "Driving Miss Daisy" to explore the topics of Aging, Racism & Religious Intolerance.  Students will watch the movie over 4 weeks, and conduct 
research on one of the focus points.  Students will possess sufficient knowledge of the issues to teach their fellow classmates and lead a lively 
discussion on what they have learned.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students improve their ability to use all four skills to communicate about current topics and 
engage in authentic tasks.

Students can take an active part in discussion to justify their views, and present clear, 
detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group presentation in English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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All grades will be explained and feedback given in Week 16.

定期試験
A 3-5 page report is due in Week 14.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Active participation is EVERY class is REQUIRED.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Weekly preparation will vary.
For example:
Group presentations will require 2 hours of individual work outside class time.
Individual presentations will require 1-2 hours of memorization and practice.
Preparation for research paper will require at least 5 hours of work.

必携書（教科書販売）
Teacher will supply all supplementary material.

必携書（教科書販売以外）
English dictionary.

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00
Friday  1:00-2:30. (and by appointment)

連絡先
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単位数International Communication IIB 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210E2-2340-o2
Carolyn Swierski

授業コード 23420 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1.  Intro to Course
2.  Intro to Women's Issues:  A Woman's Place is in the Home?
3.  Sexual/Power Harassment. 
4.  Article Summaries:  Collaborative Work
5.  Developing One's Subjectivity:  Women's Empowerment
6.  Research Day for Movie Project
7.  Movie Project: Same movie groups-- Summaries
8.  Movie Project: individual presentations
9.  Movie Project: individual presentations
10. Intro to Peace Unit:  Peace Person
11.  Wage Peace: poetry analysis
12.  United Nations Pledge to Practice Respect
13.  Group presentations PREP class
14.  Group presentations PREP class
15.  Respect-ommercials Presentations
16.  Return all grades, feedback given

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／3／4

1／2／4

1／2／3／4

Written assignments  50%

Individual presentation  15%

Group presentation 15%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can write a clear, detailed analytical essay.

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation　20%

Students will explore ideas, solve problems, make decisions and develop convincing arguments around the topics of Women's Empowerment and Peace & 
Non-violence.  Students will be able to understand the difference between Sexual harassment and power harassment, and understand what step ]s can be 
taken when faced with either.  They will be able to fully grasp the concept and practice of Women's Empowerment.  In the 2nd unit, students will 
master the concepts of Peace, Respect and Non-violence, through poetry, the United Nations Pledge to Practice Respect, and a final group 
presentation.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students improve their ability to use all four skills to communicate about current topics and 
engage in authentic tasks.

Students can take an active part in discussion to justify their views, and present clear, 
detailed descriptions.

Students can collaborate within a group to create a group presentation in English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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All grades and feedback will be given in Week 16.

定期試験
The main paper (4-5pp) on Women's Issues, is due in Week 6.
Final group presentation scripts are due before the show day, in Week 14-15.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Active participation in EVERY class is REQUIRED.  Failure to present either of the two presentations may result in failure of the course.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Newspaper articles summary: 1-2 hours
Small writing assignments: 1 hour each
Movie Project/ Main paper:  10 hours
Group presentations: mostly done in class, but time outside of class is to be expected.  (1-3 hours)

必携書（教科書販売）
All materials will be supplied by the teacher.

必携書（教科書販売以外）
English dictionary

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00
Friday  1:00-2:30. (and by apppointment)

連絡先
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単位数International Communication IIIA 2単位

授業形態（副） ２演習／３実験・実習・実技

210E2-2340-o2
Kathryn Bowes

授業コード 23510 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Introduction, overview of the class. Citizens: global & environmental.
2. Some global thinking routines, the Earthrise photograph
3. Photography as storytelling method; perspectives and paradigms
4. Introduction to Interdependence (David Suzuki) & Earthday celebration
5. Discussion of photography & interdependence
6. Interdependence: further along the Nature - Culture spectrum
7. Introduction to the Bioregional Imagination: Where on Earth are you?
8. World Environment Day 
9. Slow Looking (Shari Tishman) and intro to the fieldwork project 
10. Fieldwork
11. Embodied learning: art and nature; project preparation guidelines
12. Multiple Ways of Being and Knowing (excerpts)
13. Project Presentations
14. Caring for Our Shared Home: Zero Waste
15. Zero Waste, the 12 Rs and the Upcycling Project
16. Course review and final quiz

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

2／4

1／3／4

1／3／4

Project: 20%

Quizzes & Assignments: 30%

Final: 20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students can communicate critically and creatively on local, global and planetary topics.

1／2／3／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Participation: 30%

This course in International Communication focuses on the formation of planet-oriented environmental citizens via arts and culture. In particular, it 
explores the connections between narrative and nature by means of myth, fairy story, and various cultural genres such as dance, ritual, music, food, 
and film. By honouring imaginative engagements, this course aims to encourage concern for the environment and commitments to sustainable development.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can recognise improvement in the 4 skills of language learning.

Students can do fieldwork to find connections between nature and culture.

Students can engage with multiple perspectives and reflect on cross-cultural connections.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback and model answers will be given

定期試験
Regular and timely submission of assignments (reports)

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Appear, be prepared and submit your work on time or penalty points will be given.
* Class members will be limited according to the coronavirus infection safety guidelines for the classroom space. In the case of too many students, a 
lottery system will be used. (Note revised on 3/31.)

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Preparation for each class is required and instructions will be given clearly each week about what to do and will be available on the Google 
classroom. Preparations times will vary from project to project but 45-90 minutes should be adequate for weekly review and preparation.

必携書（教科書販売）
No textbooks are used.

必携書（教科書販売以外）
Handouts will be available or posted online and distributed as necessary.

オフィスアワー
Monday (12.20-13.00), or by appointment

連絡先
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単位数International Communication IIIB 2単位

授業形態（副）

210E2-2340-o2
Kathryn Bowes

授業コード 23520 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Introduction to religious literacy. 
2. Followers, forms and God-shaped questions. 
3. The 5 Major World Religious traditions
4. Places of Worship and Ways of Prayer: Presentations Preparation.
5. Presentations.
6. Halloween and Days of the Dead - Web Quests
7. Movie viewing day 
8. The Darkening Season - Indigenous Wisdom
9. The Darkening Season - Classical Antiquity
10. The Darkening Season - Memento Mori
11. Turning toward the Light - Memento Vivere & Carpe Diem
12. Festivals of Light: Presentations Preparation.
13. Presentations.
14. Review 5 Major religious traditions.
15. Social Justice Warriors Project 
16. Social Justice Warriors Project
16. Feedback and discussion

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

3／4／5

2 reflection reports 50% (25%+25%)

Small group presentation 20%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／主体性

Students develop an awareness of how religion affects peoples' lives.

Students develop visual literacy of various religious traditions.

1／2／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Regular review quizzes 30%

In this course you will study a variety of traditions, beliefs and practices of some of the main religions of the world. Religious traditions deeply 
influence and shape culture through personal and local community values. Often they have a global expression, too. Religious institutions may also 
impact international policies, for example with regard to the environment, women’s rights and migration issues. Students will acquire a sense of 
what it is like to belong to a particular religion and how that influences the way in which the followers of that religion understand the world, act 
in it, and relate and respond to others.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can think about big, human questions from various viewpoints in a culturally 
sensitive and empathetic manner with better knowledge of religious traditions.

Students develop an informed understanding of the diversity of (and within) world religions.

Students foster a respectful awareness of the meaning of the beliefs and practices for the 
person of the faith.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback and model answers will be given.

定期試験
Preparation for each class is required and instructions will be given clearly each week about what to do and available on the Google classroom LMS. 
Preparations times will vary from project to project but 45-90 minutes should be adequate for weekly review and preparation.

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Appear, be prepared and submit your work on time or penalty points will be given.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Homework preparation must be completed before class so that we are all able to actively participate with the material presented in class.

必携書（教科書販売）
No textbooks are used.

必携書（教科書販売以外）
Handouts will be available or posted online and distributed as necessary.

オフィスアワー
By appointment or Mondays 12.20 - 13.00

連絡先
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単位数International Communication Research IA 2単位

授業形態（副）

210E3-3400-o2
小野　真由美

授業コード 23600 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Course introduction
Week 2: Globalization and migration
Week 3: Race and ethnicity, Group discussion 
Week 4: Group presentation 
Week 5: Globalization and migration
Week 6: Hotel Rwanda 1
Week 7: Ethnic conflict and genocide
Week 8: Refugees and asylum seekers
Week 9: Hotel Rwanda 2
Week 10: Migrants and human rights
Week 11: PBL group work 1: finding problems 
Week 12: PBL group work 2: collecting resources
Week 13: PBL group work 3: how to solve problems
Week 14: PBL presentation 1
Week 15: PBL presentation 2 and final discussion

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2

Assignment and in-class presentations (30%)

Final report (50%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation (20%)

This course explores the global issues and challenges that are associated with globalization and migration, from an anthropological perspective. The 
topics include ethnic conflict, human rights, refugees, indigenous cultures, and gender. Based on the project-based learning method, this course will 
cover the key concepts and themes such as race, ethnicity, and multiculturalism in order to understand the background and causes of the issues and 
discuss the solutions and alternatives.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to deepen their understanding of the themes and the topics by project-
based learning method. This course provides opportunities to raise the critical awareness of 
the global issues and challenges of global migration.

Students will be able to acquire the skills to comment on presentations and to ask questions 
about the themes and the materials.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given in class.

定期試験
Final report

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.nudsu.ac.jp

留意事項
Seminar students are strongly recommended to take this course.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students will read related materials to deepen their understanding of the themes learned in class.

必携書（教科書販売）
No textbook.

必携書（教科書販売以外）
Necessary book chapters and articles will be announced and provided in class.

オフィスアワー
Monday 13:00-14:30 or by appointment.

連絡先
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単位数International Communication Research IB 2単位

授業形態（副） １講義

210E3-3400-o2
小野　真由美

授業コード 23650 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
Week 1 : Introduction to the course
Week 2 : Writing up fieldnotes 
Week 3 : Describing the field sites
Week 4 : Creating scene on the page
Week 5 : Pursuing members' meanings 
Week 6 : Members' categories in use
Week 7 : Representing members' meanings
Week 8 : Developing thematic narrative
Week 9 : Transporting fieldnotes into ethnographic text
Week 10 : Producing a completed ethnographic document
Week 11: Reflections and reflexibity: among members, readers, and an ethnographer
Week 12: Summarizing the research and its findings
Week 13 : Limitation of the study
Week 14 : Final presentation 1
Week 15 : Final presentation 2

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

Final report (40%)

Final presentation (20%)

１

４

５

2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Ethnographic fieldnotes (40%)

This course will develop the ability to analyse qualitative data and to describe ethnographic evidence and practices. Students will write up their 
fieldnotes while conducting their research during the course. Reading and interpreting their fieldnotes carefully, students will learn how to build 
their argument based on their qualitative data analysis. Students will examine the many ways to describe culture and experience of the field.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to write up fieldnotes.

Students will be able to analyse qualitative/ethnographic data.

students will be able to build their argument based on their ethnographic observation.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given in class.

定期試験
Final presentation and final report

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Students who conduct qualitative research in the field of International Communication are strongly recommended to take this course. You will be able 
to develop your thesis by elaborate analysis and interpretation of your qualitative/ethnographic data.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students are expected to complete all assigned readings, keep a good notebook, and actively think about how the concepts we are studying relate to 
the world around them (3-4 hours).

必携書（教科書販売）
No textbook.

必携書（教科書販売以外）
Robert M. Emerson, Rachel. I Frets, and Linda L.Shaw. (1995) "Writing Ethnographic Filednotes," The University of Chicago Press. (R.エマーソン, R.フ
レッツ, L.ショウ『方法としてのフィールドノート：現地取材から物語作成まで』（1998年、新曜社）

オフィスアワー
Monday 13:00-14:30 or by appointment.

連絡先
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単位数International Communication Research IIIA 2単位

授業形態（副）

210E3-3400-o2
Stephen Shrader

授業コード 23800 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
The instructor has been a leader and manager of international teams where the members have had very different backgrounds, working styles, and 
values. These experiences are directly relevant to the ideas explored in the course, and will be utilized as examples to more fully illustrate the 
readings.

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Introduction to the Course; What is "International Communication"?
Week 2: Research Methods: Quantitative, qualitative, mixed methods
Week 3: Introduction to Geert Hofstede; Strengths and limitations of his model
Week 4: Power Distance (PDI)
Week 5: Individualism and Collectivism (IDV)
Week 6: Uncertainty Avoidance (UAI)
Week 7: Masculinity vs. Femininity (MAS)
Week 8: Long-term orientation vs. Short-term orientation (LTO)
Week 9: Indulgence vs. Restraint (IND)
Week 10: Critical Incidents (focused on concepts covered)
Week 11: Introduction to Trompenaars and Hampden-Turner; Comparison with Hofstede; Dilemma Theory (Introduced through Individualism and 
Communitarianism)
Week 12: Neutral/emotional dilemma; Achievement versus ascription dilemma.
Week 13: Sequential time versus synchronous time
Week 14: Universalism versus particularism; Internal direction versus outer direction
Week 15: The Specific/diffuse dilemma; Review

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／3

Participation 25%

Final test 25%

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Notebook and Journal 50%

This course will review and deepen your knowledge of important concepts from International Communication with a focus on some key ideas from 
researchers and trainers who have made a major impact on the field. In particular, we will focus on ideas developed by Geert Hofstede and his 
colleagues, and to a lesser extent the ideas of Fons Trompenaars and Charles Hampden-Turner. We will discuss quantitative research and how it differs 
from qualitative research, as well as mixed methods research, before exploring the quantitative research that the course mainly covers. Although 
statistics is in important part of conducting the research we will cover, no special knowledge of mathematics or statistics is needed to understand 
this course. Assignments will be made and collected through Google Classroom. The code to sign up for the course will be distributed through Manaba 
at the start of the term.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to apply key ideas from the course by describing and analyzing 
communication using the frameworks and concepts covered.

Students will be able to demonstrate a deepened understanding of culture and its impact on 
communication through discussions and journal writing in reaction to the concepts covered.

Students will be able to describe and more deeply understand their own communication skills by 
analyzing their experiences using frameworks and concepts from the course.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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Feedback on the final exam will be discussed with the student upon request.

定期試験
Week 16: Final examination (Format and topics covered in the final exam will be presented to students at least one week in advance.)

試験のフィードバックの方法

sshrader@m.ndsu.ac.jp

留意事項
This class will be conducted entirely in English, and students will be expected to use English both with the instructor and with classmates for all 
interaction. Students signing up for this course should do so with the intention of keeping up with the work in every class, as the pace of the 
course is brisk. The class should be a lot of hard work, but also interesting. Students will have a chance to exercise all of their English abilities 
as well as practice critical thinking, while gaining awareness of the world around them.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Although there is no required textbook to purchase, there will be assigned reading and listening tasks. These are absolutely necessary for this 
course. Students will also need to keep a regular journal about reactions to the readings and the ideas discussed in class, and a notebook on the 
concepts introduced. There will be notebook checks, so keeping this is essential.

必携書（教科書販売）
None used

必携書（教科書販売以外）
Materials will be provided by the instructor

オフィスアワー
Tuesdays 14:45-16:15
Students may also speak with the instructor before or after any class as well as ask questions by e-mail at any time.

連絡先
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単位数International Communication Research IIIB 2単位

授業形態（副）

210E3-3400-o2
Stephen Shrader

授業コード 23850 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
The instructor has been a leader and manager of international teams where the members have had very different backgrounds, working styles, and 
values. These experiences are directly relevant to the ideas explored in the course, and will be utilized as examples to more fully illustrate the 
readings.

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Introduction to the Course; Consideration of International vs Intercultural Communication
Week 2: Life Between Cultures: Discussions of “An Ethnic Trump” and “Introduction”
Week 3: Two Approaches to “What does it mean to be an international person?”
Week 4: “Lost in the Middle”
Week 5: Considering Difference: Milton Bennett and the DMIS
Week 6: “The Double Helix”
Week 7: “Moro Like Me”
Week 8: “Life as an Alien”
Week 9: Simulation Day
Week 10: Simulation Experience Discussion and Processing 
Week 11: “A Middle Passage” 
Week 12: “Reflections on My Daughter”
Week 13: “Lost in Place”
Week 14: “The Mulatto Millennium”; Deeper Considerations of Ethnicity
Week 15: “Technicolor” and Rethinking Diversity

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

2／4

1／3／4

1／4

Participation 25%

Discussions of Readings 25%

Simulation Based Discussion and Journal Entry 15%

Final Exam 15%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to describe and more deeply understand their own communication skills by 
analyzing their experiences using frameworks and concepts from the course.

1／2／4
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Notebook and Journal 20%

This course will review and deepen your knowledge of important concepts from International Communication. We will frequently discuss readings on the 
life experiences of people who are actively living their lives between cultures as a way of examining and rethinking issues in diversity. In addition 
to these discussions we will apply relevant concepts from the field of Intercultural Communication to better understand strategies and attitudes that 
can be helpful or detrimental in an increasingly internationalized world. We will also use simulations to experience situations where these 
strategies and attitudes must actually be applied in real time. Due to the nature of the readings we will frequently be discussing stereotyping and 
discrimination. Assignments will be made and collected through Google Classroom. The code to sign up for the course will be distributed through 
Manaba at the start of the term.

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to apply key ideas from the course by describing and analyzing 
communication using the frameworks and concepts covered.

Students will be able to demonstrate a deepened understanding of diversity in Japan and in the 
world through discussions and journal writing on the lives of writers with complex ethnic 
backgrounds.

Students will be able to employ practical skills from intercultural and international 
communication in real and simulated communication with “cultural others.”

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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Feedback on the final exam will be discussed with the student upon request.

定期試験
Week 16: Final examination (Format and topics covered in the final exam will be presented to students at least one week in advance.)

試験のフィードバックの方法

sshrader@m.ndsu.ac.jp

留意事項
This class will be conducted entirely in English, and students will be expected to use English both with the instructor and with classmates for all 
interaction. Students signing up for this course should do so with the intention of coming to every class, as the pace of the course is brisk. The 
class should be a lot of hard work, but also interesting. Students will have a chance to exercise all of their English abilities as well as practice 
critical thinking, while gaining awareness of the world around them.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Reading the assigned chapters in advance is absolutely necessary for this course. Students will also need to keep a regular journal about reactions 
to the readings and the ideas discussed in class.

必携書（教科書販売）
Half and Half: Writers on Growing Up Biracial and Bicultural. Edited by Claudine Chiawei O'Hearn. 出版社: Pantheon

ISBN: 0375700110

必携書（教科書販売以外）
The instructor will also provide other materials.

オフィスアワー
Tuesdays 14:45-16:15
Students may also speak with the instructor before or after any class as well as ask questions by e-mail at any time.

連絡先
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単位数Practical Communication IA 2単位

授業形態（副）

210E2-3400-o2
小笠原　ヒロ子

授業コード 23900 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法
通訳の実務経験を生かして、知識の伝達、非言語、ビジネス文化的情報も伝達していく。それにより、学生は社会に出たときのための実務的、精神的準備ができ、広
く社会的慣行についても知識を得る。

日本語以外の言語による授業 英語
授業予定一覧
　
１. Introduction　
 
２. サイトトランスレーション「Ethics of all」　プレゼンテーション　ナレーションLesson１ 
３. サイトトランスレーション「Ethics of all」　　　プレゼンテーション　ナレーションLesson2 
４. サイトトランスレーション「Great Teton National Park」　プレゼンテーション、ナレーションLesson3 
５. サイトトランスレーション「Great Teton National Park」　プレゼンテーション、ナレーションLesson4 
６. サイトトランスレーション「American Adaptations of Foreign Foods」プレゼンテーション、ナレーションLesson5 
７. サイトトランスレーション「American Adaptations of Foreign Foods」プレゼンテーション、ナレーションLesson6 
８. サイトトランスレーション「The Dreamers」　プレゼンテーション、ナレーションLesson7 
９. サイトトランスレーション「The Dreamers」　プレゼンテーション、ナレーションLesson8 
10. サイトトランスレーション「Billie Eilish」　プレゼンテーション、ナレーションLesson9 
11. サイトトランスレーション「Billie Eilish」　　プレゼンテーション、ナレーションLesson10 
12. サイトトランスレーション「Is Retirement Outdated？」　プレゼンテーション、ナレーションLesson11 
13. サイトトランスレーション「Is Retirement Outdated？」　　プレゼンテーション、ナレーションLesson12　
 
14. サイトトランスレーション「Americans in Space」　　　プレゼンテーション、ナレーションLesson13　
 
15. サイトトランスレーション「Americans in Space」　　　プレゼンテーション、ナレーションLesson14
16. フィードバック、ナレーション発表

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5定期試験　　　　50％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

自発的な英語での発言を促すことにより、自主的に英語を授業の中で話せる。

普段学科で親しんでいる分野以外の英語を理解し、使うことができる。

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

発表　　　　　　50％

　本授業のねらいは、プロ通訳者の訓練方法を活用して、学生の英語運用能力 の向上を図ることである。英語での授業の中で、どんどん訳出の作業をする。さらにペ
アワーク、プレゼンテーション、英語のナレーションを行い、自発的に英語を授業の中で話す機会を設ける。 教材としては、英語の雑誌、新聞等時事関係の記事、
audio library, Advanced Stories for Reproductionを多用する。 これにより、普段学科で親しんでいる分野以外の分野での英語への露出を増やす。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

実際のビジネスの場での即戦力となれるほどの英語力をつける。

英語での授業の中で、どんどん訳出の作業ができる。

ペアワーク、プレゼンテーション、英語のナレーションを行う

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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16週目に試験の解説、フィードバックをする。

定期試験
定期試験として、英語から日本語への翻訳の提出

試験のフィードバックの方法

s8022@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Practical Communication IA,IBの授業形態はほとんど同じですが、教材としてTime, Newsweek,CNC等の取り上げる政治、経済、環境など様々なトピックスを扱うの
で、毎回授業内容、教材は異なります。

授業に辞書持参のこと。平素から時事問題に興味をもって接しておいてください。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
事前に配る翌週のプリントの予習をし、授業でスムーズに訳出できるように準備してきてください。ナレーションは録音して、Manabaにアップロードしてください。
1~2時間

必携書（教科書販売）
使用しない。

必携書（教科書販売以外）
なし

オフィスアワー
授業終了後に教室で質問を受け付ける。

連絡先
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単位数Practical Communication IB 2単位

授業形態（副）

210E2-3400-o2
小笠原　ヒロ子

授業コード 23950 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法
通訳の実務経験を生かして、知識の伝達、非言語、ビジネス文化的情報も伝達していく。それにより、学生は社会に出たときのための実務的、精神的準備ができ、広
く社会的慣行についても知識を得る。

日本語以外の言語による授業 英語
授業予定一覧
　
１. Introduction　
 
２. サイトトランスレーション「The Ethics of AI」　プレゼンテーション　ナレーションLesson１ 
３. サイトトランスレーション「The Ethics of AI」　　　プレゼンテーション　ナレーションLesson2 
４. サイトトランスレーション「Grand Teton National Park」　プレゼンテーション、ナレーションLesson3 
５. サイトトランスレーション「Grand Teton National Park」　プレゼンテーション、ナレーションLesson4 
６. サイトトランスレーション「American Adaptation of Foreign Foods」プレゼンテーション、ナレーションLesson5 
７. サイトトランスレーション「American Adaptation of Foreign Foods」プレゼンテーション、ナレーションLesson6 
８. サイトトランスレーション「The Dreamers」　プレゼンテーション、ナレーションLesson7 
９. サイトトランスレーション「The Dreamers」　プレゼンテーション、ナレーションLesson8 
10. サイトトランスレーション「Billie Eilish」　プレゼンテーション、ナレーションLesson9 
11. サイトトランスレーション「Billie Eilish」プレゼンテーション、ナレーションLesson10 
12. サイトトランスレーション「Is Retirement Outdated?」　プレゼンテーション、ナレーションLesson11 
13. サイトトランスレーション「Is Retirement Outdated?」　　プレゼンテーション、ナレーションLesson12　
 
14. サイトトランスレーション「Americans in Space」　　　プレゼンテーション、ナレーションLesson13　
 
15. サイトトランスレーション「Americans in Space」　　　プレゼンテーション、ナレーションLesson14
16. フィードバック、ナレーション発表

実務あり

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5定期試験　　　　50％

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

自発的な英語での発言を促すことにより、自主的に英語を授業の中で話せる。

普段学科で親しんでいる分野以外の英語を理解し、使うことができる。

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

発表　　　　　　50％

　本授業のねらいは、プロ通訳者の訓練方法を活用して、学生の英語運用能力 の向上を図ることである。英語での授業の中で、どんどん訳出の作業をする。さらにペ
アワーク、プレゼンテーション、英語のナレーションを行い、自発的に英語を授業の中で話す機会を設ける。 教材としては、英語の雑誌、新聞等時事関係の記事、
audio library, Advanced Stories for Reproductionを多用する。 これにより、普段学科で親しんでいる分野以外の分野での英語への露出を増やす。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

実際のビジネスの場での即戦力となれるほどの英語力をつける。

英語での授業の中で、どんどん訳出の作業ができる。

ペアワーク、プレゼンテーション、英語のナレーションを行う

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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16週目に試験の解説、フィードバックをする。

定期試験
定期試験として、英語から日本語への翻訳の提出

試験のフィードバックの方法

s8022@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Practical Communication IA,IBの授業形態はほとんど同じですが、教材としてTime, Newsweek,CNC等の取り上げる政治、経済、環境など様々なトピックスを扱うの
で、毎回授業内容、教材は異なります。

授業に辞書持参のこと。平素から時事問題に興味をもって接しておいてください。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
事前に配る翌週のプリントの予習をし、授業でスムーズに訳出できるように準備してきてください。ナレーションは録音して、Manabaにアップロードしてください。
1~2時間

必携書（教科書販売）
使用しない。

必携書（教科書販売以外）
なし

オフィスアワー
授業終了後に教室で質問を受け付ける。

連絡先
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単位数Practical Communication IIA 2単位

授業形態（副） ２演習

210E2-3400-o2
赤松　佳子

授業コード 24000 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１ Ⅰ. はじめに
　　　 翻訳とは
２　　 翻訳検定試験について

 Ⅱ. 入門編
３   1) 翻訳に必要な知識 ①
４   2) 翻訳に必要な知識 ②
５   3) 忠実な訳・意訳
６   4) 原文の種類
７   5) 文章の分野と知識
８   6) 原文の目的を知る
９   7) 実務翻訳演習 1（絵本）
10   8) 文章の調子・味わいをつかむ ①
11   9) 文章の調子・味わいをつかむ ②
12 10) 英文和訳のコツ ①
13 11) 英文和訳のコツ ②
14 12) 実務翻訳演習 2（字幕）
15 13) 字幕翻訳の発表とまとめ

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3／4

学期末における筆記試験 50％

課題レポート 25％

１

４

５

知識・技能／主体性パソコンを適切に使用し、訳語の向上に役立てることができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

受講態度・授業中の発表・意見交換　25％

　本授業は、日本語と英語との間における発想や表現の違いを知り、適切な言語表現を選ぶ訓練を行うことを目的とする。主に英和翻訳を行い、原文の特性に応じ
た、日本語表現を選ぶ機会を持つ。また、数回にわたりグループ・ワークを行い、意見交換を通じて、訳語を改訂することの意義を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

思考・判断・表現力／主体性

日本語と英語、それぞれの特性を知り、自然な日本語表現ができる。

日本語と英語の句読法の違いを説明して使い分けることができる。

辞書を翻訳に活用することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じてmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16 筆記試験

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. 英語力を磨くとともに、日本語力を磨くことを考える。 
2. 予習・復習を必ず行うこと。
3. 辞書や事典を適切に利用し、調査の手間を惜しまないこと。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習として、翻訳案を必ず作成して授業に臨むこと（1.5時間）。
復習として、改訂を提案された箇所は、記録にとどめ、次の学習に活かすこと（30分）。

必携書（教科書販売）
　氏木孝仁ほか著　改訂新版『翻訳入門——英日編——』　大阪教育図書　ISBN 978-4-271-11327-0

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞ 
　上記の他はプリント配付。 

＜参考書等＞ 
　＊授業で紹介する。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数Practical Communication IIB 2単位

授業形態（副） ２演習

210E2-3400-o2
赤松　佳子

授業コード 24050 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
１ Ⅰ. 応用編
　 英文和訳の留意点を確認する
２  1) 分詞と動名詞
３  2) 句と節
４  3) 実務翻訳演習1（論説・評論）
５  4) 比較構文、ひとひねり
６  5) 否定表現の工夫
７  6) 長い文と短すぎる文の処理法
８  7) 実務翻訳演習2（産業翻訳）
９  8) 同格構文と譲歩構文
10  9) 倒置と強調表現
11 10) 語句の相関に注目する
12 11) 実務翻訳演習3（視覚・聴覚を使う翻訳）
13 12) 実務翻訳演習4（ビジネスのための翻訳）
14 13) 実務翻訳演習5（広告やニュースの英語）

15 Ⅱ. まとめ
　　 翻訳の仕事・翻訳の将来と可能性

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3／4

学期末における筆記試験 50％

課題レポート 25％

１

４

５

知識・技能／主体性パソコンを適切に使用し、訳語の向上に役立てることができる。

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

受講態度・授業中の発表・意見交換 25％

　本授業は、日本語と英語との間における発想や表現の違いを知り、適切な言語表現を選ぶ訓練を行うことを目的とする。主に英和翻訳を行い、原文の特性に応じ
た、日本語表現を選ぶ機会を持つ。また、数回にわたりグループ・ワークを行い、意見交換を通じて、訳語を改訂することの意義を学ぶ。

担当者氏名

授業形態（主） １講義

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力

思考・判断・表現力／主体性

日本語と英語、それぞれの特性を知り、自然な日本語表現ができる。

日本語と英語の句読法の違いを説明して使い分けることができる。

辞書を翻訳に活用することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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必要に応じてmanaba等を通じてフィードバックを行う。

定期試験
16 筆記試験

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
1. 英語力を磨くとともに、日本語力を磨くことを考える。 
2. 予習・復習を必ず行うこと。
3. 辞書や事典を適切に利用し、調査の手間を惜しまないこと。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
予習として、翻訳案を必ず作成して授業に臨むこと（1.5時間）。
復習として、改訂を提案された箇所は、記録にとどめ、次の学習に活かすこと（30分）。

必携書（教科書販売）
氏木孝仁ほか著　改訂新版『翻訳入門——英日編——』　大阪教育図書　ISBN 978-4-271-11327-0

必携書（教科書販売以外）
＜必携書＞ 
　上記以外はプリント配付。 

＜参考書等＞ 
　授業で紹介する。

オフィスアワー
随時、メール等で質問や相談を受け付ける。

連絡先
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単位数Practical Communication IIIA 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210E2-3400-o2
Carolyn Swierski

授業コード 24100 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Key elements of Public Speaking. Introducing a partner to the class.
2. How to prepare for Public Speaking: Tips and Strategies; Choosing Material
3. Facial and Vocal expression techniques, and practice
4. Telling stories and Utilizing the techniques of expression we practiced last week: peer coaching
5. Presentation #1: Children's book: and student evaluations
6. Presentation #1: Children's book : and student evaluations 
7. Personal Experience/ Precious Object: narrowing your topic. Outlining
8. Fine-tuning Outlines 
9. Extemporaneous speaking
10. Presentation #2: Personal Experience/ Precious Object: and student evaluations
11. Presentation #2: Personal Experience/ Precious Object: and student evaluations
12. Informative Speeches: focus on Visual aids/ Power point
13. Extemporaneous speaking 
14. Presentation #3: Informative Presentations: and student evaluations
15. Presentation #3: Informative Presentations: and student evaluations
16. Feedback

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／4

1／2／4

1／2／4

Presentation #1: 30%

Presentation #2: 30%

Presentation #3: 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students will be able to present themselves confidently speaking in front of an audience.

1／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Evaluation of peer work 10%

This advanced-level course provides students with basic and specific skills to master the art/skill of Public Speaking. Students will practice and 
develop their skills of vocal and facial expression. Students will also learn to write a clear outline of their speeches, and learn to use the 
outlines to present clear well-balanced presentations. They will also improve their listening skills by analyzing their peers’ presentations. 
Students will learn to evaluate their peers’ speaking techniques and give meaningful feedback to each other.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can understand the key elements of delivering a speech at an advanced level of 
English.

Students will significantly increase their public speaking skills in English.

Students can objectively evaluate their peers based on knowledge gained and skills practiced 
throughout the course.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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Final grades and feedback will be given in Week 16.

定期試験
You will submit your choice of material for Presentation #1 in Week 3.
You will submit your outline for Presentation #2 in Week 9.
You will submit your outline for Presentation #3 in Week 13.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項
This class has a limit of 20 students. If you are planning to take this class, send an email to lynswierski@m.ndsu.ac.jp (during the registration 
period) with "Practical IIIA" in the subject line, and your name (in romaji) and student number in the message. Then register on N-sappo. The first 
20 students to mail me and register will be in the class, so please consider your choice of this class carefully.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Weekly preparation will vary.
For example:
Choosing suitable materials for Presentation 1 will take about 1 hour.
Writing the outlines for Presentations 2 & 3 will require about 2 hours, each.
Practice time for each of the three presentations will require 1-2 hours of individual time outside class.

必携書（教科書販売）
No textbook.

必携書（教科書販売以外）
Teacher will supply materials.

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00 
Friday 1:00- 2:30 (and by appointment)

連絡先
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単位数Practical Communication IIIB 2単位

授業形態（副） ３実験・実習・実技

210E2-3400-o2
Carolyn Swierski

授業コード 24150 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Key elements of Public Speaking. Introducing a partner to the class.
2. How to prepare for Public Speaking: Tips and Strategies; Choosing Material
3. Learning to Outline 
4. Fine-tuning Outlines; Persuasive Speeches: choosing a meaningful topic for your audience
5. Peer work: interviewing classmates to narrow your topic
6. Extemporaneous role-playing
7. Presentation #2: Persuasive Speeches : and student evaluations
8. Presentation #2: Persuasive Speeches: and student evaluations
9. Facial and Vocal expression techniques, and practice
10. Telling stories and Utilizing the techniques of expression we practiced last week: peer coaching
11. Presentation #1: Dramatic Monologue: and student evaluations
12. Presentation #1: Dramatic Monologue: and student evaluations 
13. Facial and vocal expression; Acting exercises
14. Creative Project: Time Machine
15. Final Dramatic Presentation #3: and student evaluations
16. Final Dramatic Presentation #3: and student evaluations

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／4

1／2／4

1／2／4

Presentation #1: 30%

Presentation #2: 30%

Presentation #3: 30%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性Students will be able to present themselves confidently at online job interviews.

1／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Evaluation of Peers: 10%

This advanced-level course provides students with basic and specific skills to master the art/skill of Public Speaking. Students will learn 
techniques that will enable them to express themselves both facially and vocally. Students will also learn to write a clear outline of their 
speeches, and learn to use the outlines to present clear well-balanced presentations. They will also improve their listening skills by analyzing 
their peers’ presentations. Students will learn to evaluate their peers’ speaking techniques and give meaningful feedback to each other.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can understand the key elements of delivering a speech in English at an advanced 
level.

Students will significantly increase their public speaking skills in English.

Students can objectively evaluate their peers based on knowledge gained and skills practiced 
throughout the course.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能
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Final grades and feedback will be given in Week 16.

定期試験
You will submit your outline for Presentation #2 in Week 4.
You will submit material you have either found or written for the Dramatic Monologue in Week 9.
You will submit your Dramatic Presentation in its entirety in Week 13.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項
This class has a limit of 20 students. If you are planning to take this class, send an email to lynswierski@m.ndsu.ac.jp (within the official 
registration period) with "Practical IIIB" in the subject line, and your name (in romaji) and student number in the message. Then register on N-
sappo. The first 20 students to mail me and register will be in the class, so please consider your choice of this class carefully.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Weekly preparation will vary.
For example:
Writing the outline for Presentations 1 will require about 2-4 hours of work.
Researching and finding material for the Dramatic Monologue will take about 2 hours of work.
Writing and planning the Final Presentation will take about 3-4 hours of work.
Practice time for each of the three presentations will require 1-3 hours.

必携書（教科書販売）
Teacher will supply materials.

必携書（教科書販売以外）
English-Japanese dictionary

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00 
Friday 1:00-2:30.  (and by appointment)

連絡先
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単位数International Communication Seminar I [a] 2単位

授業形態（副） ２演習

210E1-3400-o2
Carolyn Swierski

授業コード 24300 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Introduction to schedule, syllabus, plan
2. Introduction to Modern American Drama: Melodrama to Realism to Expressionism
3. Elements of staging a dramatic work: costumes, music/sound, lights, setting
4. Introduction to Tennessee Williams: his biography and its influence on his works
5. Introduction to Glass Menagerie: social influences, and historical background of the work
6. Analysis of Scene 1: Teacher's presentation
7. Analysis of Scene 2: Student presentation
8. Analysis of Scene 3: Student presentation
9. Analysis of Scene 4: Student presentation
10. Analysis of Scene 5: Student presentation
11. Analysis of Scene 6: Student presentation
12. Analysis of Scene 7, pt. 1: Student presentation
13. Analysis of Scene 7, pt. 2: Student presentation
14. Choosing a topic, using outside sources
15. Writing an outline; writing a Works Cited page
16. Papers due and presentation of abstracts

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

2／3

30% Final paper

40% Participation in weekly discussions

１

４

５

2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

30% Presentations

This Native-English level course enables students to fully comprehend the development of American Drama in the early part of the 20th Century. 
Students will understand how drama shifted from Realism to Expressionism, and they will be able to grasp the most important elements of this movement 
and to discuss the merits of the shift. Students will analyze Tennessee Williams' classic work The Glass Menagerie and take turns leading the group 
in weekly, in-depth discussion of themes such as family, duty, deception, autonomy, memory, abandonment, and ambition.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can distinguish and explain the differences between various movements/styles in 
American drama in English.

Students can deeply analyze a dramatic text and offer criticism in an advanced level of 
English.

Students can confidently lead class members to a deeper understanding of the material in 
English.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力
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Feedback will be given in Week 16.

定期試験
A 6-7 page, double spaced, typed report is due on Week 16. Subsequent rewrites are expected to take place afterwards, even after the semester has 
ended.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Each week: 
Reading assigned portion of main text (2-3 hours)
Summarizing assigned portion of main text (30 mins)
For presentations, 1-2 times per semester:
Writing presentation sheet (2 hours) 
Writing Comment sheet and Questions (2-3 hours)
End of term:
Research for final paper (4-5 hours)
Writing final paper (4-5 hours)

必携書（教科書販売）
Williams, Tennessee. The Glass Menagerie. 1945. (Teacher will supply texts that students will purchase in class.)

必携書（教科書販売以外）
English-Japanese dictionary

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00 
Friday 1:00-2:30.  (and by appointment)

連絡先
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単位数International Communication Seminar I [b] 2単位

授業形態（副） ２演習

210E1-3400-o2
Kathryn Bowes

授業コード 24310 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Introduction to Seminar Study, the field of Environmental Humanities
2. Reading ecologically - reviewing spring vacation assignments
3. Eco-poesis and practical application; fiction and alchemy
4. Eco-poesis and practical application; fiction and animation
5. Discussion: Thinking with the Environment (article)
6. Discussion: Thinking with the Environment (article)
7. Student Presentations
8. Student Presentations & intro to Biodiversity
9. Animal teachers - interspecies communication
10. Animal teachers - multi-species justice
11. Discussion: Eco-cultural identity (article)
12. Discussion: Eco-cultural identity (article)
13. Compare & contrast: the UNHDR & the Earth Charter
14. Sustainability and the SDGs, comments and questions
15. A Planetary Ecological Civilisation?
16. Return essays with feedback and time for discussion, summer reading assignments.

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／3／5

Class participation & presentations 30%

Two formal, long essays 20% each, 40%

１

４

５

Students can, from spoken or written information, create meaningful notes for later reference 
and reflection

Students can explain the relevance of and show applications in the field of Environmental 
Humanities.

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Online learning journals, posting and participation 30%

This seminar takes up studies in the field of environmental humanities. Students will enter into thoughtful dialogue with storytellers, writers, 
artists, activists and thinkers who are on the way to changing human culture to live in better balance with the whole of the Earth community. Rather 
than following a strictly problem solving approach to issues, we will focus on works that enhance Earth literacy, ways to re-sacralise culture, as 
well as questions of hope, and (multi species) justice. We will explore how the artistic and the imaginative approaches are valid methods in efforts 
to revivify cultural life and students will engage with practices of attention, reverence and hope.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力

Students can communicate in a number of registers in English — from informal classroom 
discussion and weekly written reflections, to more formal oral presentations and to the highly 
formal written academic responses.

Students can ask good questions and demonstrate curiosity about the way narrative works, 
critical thinking and reflective skills.

Students can perform close, detailed analyses of written and visual works.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Weekly essays will be read and students will receive written feedback
Discussions

定期試験
Weekly reports
Essays

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Appear, prepare and submit your work on time.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Preparation for each class is required and instructions will be given each week about what to do in class and via the Google classroom LMS. It is 
recommended that students spend at least 30 minutes per day reading. Weekly writing exercises can be completed within 30 minutes. Essays will take 
longer to prepare.

必携書（教科書販売）
『よくわかる卒論の書き方（第２版）』白井利明・高橋一郎　著, ミネルヴァ書房, ISBN-10 : 4623065723

Information about additional materials will be distributed on the Google classroom in a timely manner.

必携書（教科書販売以外）
Additional materials will be made available via the Google classroom LMS or the university library.

オフィスアワー
By appoinment

連絡先
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単位数International Communication Seminar I [c] 2単位

授業形態（副）

210E1-3400-o2
木津　弥佳

授業コード 24320 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week １　Introduction 
Week ２　Translatability, Translators' role and competence [Literature] 
Week ３　Propositional meaning [Literature]
Week ４　Presupposed meaning, Expressive meaning [Literature]
Week ５　Indexical meaning [Literature] 
Week ６　Symbolic, allusive, and collocative meaning [Literature] 
Week ７　Textual meaning, Figurative meaning [Picture Book] 
Week ８　Speech Acts, Ambiguity and vagueness [Picture Book] 
Week ９　 How to write a commentary [Picture Book]
Week 10　Narrative discourse [Picture Book]
Week 11    Procedual, expository, descriptive, hortatory, repartee discourse, and Reiss’s classification [Medical] 
Week 12　Seven types of translation technique [Medical] 
Week 13　Information addition/deletion and offsetting, contrastive rhetoric [Medical]
Week 14　How to write a commentary [Subtitling]
Week 15　Summary

* [ ] shows the text type for translation practice.

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／5

1／2／3／4／5

Presentation 30%

Translation & commentary 50%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students are able to expand topic-based writing styles and vocabulary and translate a variety 
of text types from English to Japanese.

Students can discuss relevant translation issues in an organized manner.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation 20%

This seminar is designed to raise your awareness of structural, stylistic and cross-cultural differences between English and Japanese while taking 
various kinds of considerations into account when translating a particular genre of text in the languages. Although we focus on practical translation 
skills and strategies, this seminar also introduces translation theories which enable you to evaluate translations objectively and improve your 
ability to rationalize your own translation process.

This semester will focus on the following topics in translation studies: equivalence at word level and beyond word level, indexicality, register, 
pragmatic and culture related meaning, and translation techniques. We will also practice translating from English into Japanese in different genres 
including literature, picture book, medical text and subtitles.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力

知識・技能

Students are able to deepen their understanding of intercultural communication.

Students can develop intellectual perspectives on the ability of translation.

Students can acquire advanced translation skills in translating English into Japanese.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性
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Written feedback will be given on an individual basis.

定期試験
Translation and Commentary

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項
You will work on a group project for the news program subtitling during the summer break.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students read, summarize, and translate the designated parts of the texts. (2-4 hours)

必携書（教科書販売）
Hasegawa, Yoko (2012) The Routledge Course in Japanese Translation. Routledge. 
ISBN978-0415486866

白井利明・高橋一郎 （著）『よくわかる卒論の書き方』ミネルヴァ書房
ISBN978-4-623-06572-1

必携書（教科書販売以外）
鳥飼玖美子（編著）(2013) 『よくわかる翻訳通訳学』ミネルヴァ書房 ISBN978-4623067275
Baker, Mona (1992) In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge.
Munday, Jeremy (2008) Introducing Translation Studies: Theories and Applications [2nd edition]. Routledge.

オフィスアワー
Email me and/or by appointment

連絡先
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単位数International Communication Seminar I [e] 2単位

授業形態（副）

210E1-3400-o2
小野　真由美

授業コード 24340 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
W1: Introduction 
W2: Ethnographic fieldwork 1: what is ethnographic approach?
W3: Ethnographic fieldwork 2: reading ethnography
W4: Ethnographic fieldwork 3: what is the role of ethnographer?
W5: Ethnographic fieldwork 4: participant observation
W6: Ethnographic fieldwork 5: partial truth
W7: Planning fieldwork 1: theme
W8: Planning fieldwork 2: field site
W9: Planning fieldwork 3: first contact
W10: Planning fieldwork 4: research questions
W11: Planning fieldwork 5: budget
W12: Qualitative research 1: reading qualitative data 
W13: Qualitative research 2: making points
W14: Qualitative research 3: further readings
W15: Discussion

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2

Assignment and in-class presentations (20%)

Final report (60%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation (20%)

This seminar explores transnational mobility (e.g. immigration, migration, tourism, student mobility, and refugees) and cross-cultural encounters in 
the globalizing world from an anthropological perspective. It examines the diversification of transnational mobility, which generates international 
communication and interaction among people with different backgrounds, and its effects on culture, society, community, identity, and the everyday 
life of the people living in the contemporary world. It aims to engage in the discussion on these topics while focusing on the Asia-Pacific as a site 
of empirical investigation, including topics and practices of multicultural Japanese society. 

This seminar aims to provide basic knowledge on anthropology of globalization and migration and tourism studies that engage in the understanding of 
transnational mobility in contemporary world and to build qualitative research skills to conduct ethnographic fieldwork. Fieldwork will be organized 
to see how to access to the information, to collect qualitative data, and to develop research questions out of findings in the field.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to understand the basics of an anthropological perspective and 
ethnographic approach and how to critically and comparatively analyze key themes and issues 
surrounding transnational mobility and cross-cultural encounters.

Students will be able to de-construct cultural assumptions and generalizations and to a deeper 
understanding and a fresh view of different cultures as well as of one's own.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given in class and upon appointment.

定期試験
Final report

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students will read related materials to deepen their understanding of the themes learned in class (3 hours).

必携書（教科書販売）
白井利明・高橋一郎『よくわかる卒論の書き方』（2013年、ミネルヴァ書房）

必携書（教科書販売以外）
Robert M. Emmerson, Rachel I. Fretz, & Linda L. Shaw. (1995) Writing ethnographic fieldnotes, The University of Chicago Press.
Roger Goodman, Ceri Peach, Ayumi Takenaka, and Paul While (eds.). (2003) Global Japan: The experience of Japan’s new immigrant and overseas 
communities. Routledge.
David W. Haines, Keiko Yamanaka, and Shinji Yamashita (eds.). (2012) Wind Over Water: Migration in an East Asian Context. Barghahn Books.
Necessary book chapters and articles will be announced and provided in class.

オフィスアワー
Monday 13:00-14:30 or by appointment.

連絡先
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単位数International Communication Seminar I [f] 2単位

授業形態（副）

210E1-3400-o2
Thomas Fast

授業コード 24350 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Self Intros & Interests
Week 2: What do we know / not know about the world?
Week 3: What is a global citizen? What can we do? (Begin to investigate Service Learning)
Week 4: Cultural World Heritage Focus: Restoring Notre Dame
Week 5: Cultural World Heritage Focus: Restoring Notre Dame
Week 6: Japanese World Heritage Focus: TBA
Week 7: Japanese World Heritage Focus: TBA
Week 8: Summer Service Learning Prep
Week 9: Summer Service Learning Prep
Week 10: World Heritage Presentations
Week 11: World Heritage Essays Due
Week 12: World Heritage Focus: Examining Ankor Wat
Week 13: World Heritage Focus: Examining Ankor Wat
Week 14: World Heritage Focus: Examining Ankor WatMexican Paintings
Week 15: Present Service Learning Plans
Week 16: Reflective Essay Exams

No

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

50% Writing Assessments

20% Class Participation

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

30% Speaking Assessments

This seminar course is about citizenship. Students will learn what it means to be a "global-minded." They will learn about the global issues we face 
(e.g. climate change, poverty, immigration, gender rights, population decline, etc), and what they can do to help through service learning. Students 
will listen to videos, read articles and share opinions with the objective of developing concern and compassion. In addition, we will study 
international communication through the arts with a special focus on World Heritage. Students will explore universal messages transmitted through 
World Heritage sites (natural, cultural and endangered) and intangible culture chosen by the professor or the students, in order to build curiosity, 
interest and appreciation for the global community and the environment.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will develop knowledge of global issues and solutions

Students will learn about global citizenship and begin to develop global competencies

Students will develop academic competencies (Reading, Researching, Writing, Discussing, 
Presenting)

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性
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Feedback will be provided after each project as well as Week 16.

定期試験
Students will be assessed based on their written work, presentations and participation in discussions throughout the semester.

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Class activities depend on students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, 
students are responsible for finding out what assignments are due.

必携書（教科書販売）
『よくわかる卒論の書き方（第２版）』白井利明・高橋一郎　著, ミネルヴァ書房
ISBN-10 : 4623065723

必携書（教科書販売以外）
The teacher will provide materials.

オフィスアワー
Office hours will be announced during the first meeting.

連絡先
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単位数International Communication Seminar II [a] 2単位

授業形態（副） ２演習

210E1-3400-o2
Carolyn Swierski

授業コード 24400 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Introduction to syllabus, presentation schedule, turn of the 20th century in America
2. Musical theater in America: immigrant struggles, portrayal on stage, early days of musical theater
3. The metamorphosis of Musical theater in the 20th century
4. Compare and contrast: The Wonderful WIzard of Oz (1900), movie version (1939)
5. Introduction to main text source: Wicked (2003. Introduction to the Wiki Internet Source
6. Analysis of Wicked: Part 1, teacher presentation
7. Analysis of Wicked: Part 2, student presentation
8. Analysis of Wicked: Part 3, student presentation
9. Analysis of Wicked: Part 4, student presentation
10. Analysis of Wicked: Part 5, student presentation
11. Analysis of Wicked: Part 6, student presentation
12. Analysis of Wicked: Part 7, student presentation
13. Analysis of Wicked: Part 8, student presentation
14. Developing topics, Outlining
15. Papers due, presentation of abstracts
16. Introduction to Library Research, prep for Graduation Thesis work

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／3

1／2／3

30% Final paper

40% Participation in weekly discussions

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

30% Presentations

This native-English level course enables students to grasp the impact of immigration in the early 20th Century on the development of American musical 
theater. Students will understand how the experiences of different cultural groups in their struggles of integration and isolation within the 
American experience have been presented in theater. Students will understand the metamorphosis of the genre of musical theater. Exploring themes such 
as stereotypes, prejudice, oppression, morality and justice, students will take turns leading the group in weekly, in-depth discussions of the 
musical "Wicked."

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can deeply analyze a dramatic text and offer criticism.

Students can confidently lead class members to a deeper understanding of the material.

Students can explain various struggles involved in bridging cultural differences.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Papers will be returned and feedback will take place in Week 16.

定期試験
Students submit a 6-7 page, double spaced, typed report in Week 15.  Subsequent rewrites are expected to take place afterwards, even after the 
semester has ended.

試験のフィードバックの方法

lynswierski@m.ndsu.ac.jp

留意事項
This seminar will meet 4 times during the spring vacation to begin preparing for graduation thesis work. Students are expected to begin gathering 
materials and conducting research before the new school year begins in April.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Each week: 
Reading assigned portion of main text, listening to the songs, watching scenes on the Wiki web site (4-5 hours)
Summarizing assigned portion of main text (30 mins)
For presentations, 2-3 times per semester:
Writing presentation sheet (2 hours) 
Writing Comment sheet and Questions (2-3 hours)
End of term:
Research for final paper (4-5 hours)
Writing final paper (4-5 hours)

必携書（教科書販売）
Winnie Holzman & Stephen Schwartz, Wicked (text provided by teacher), various other mixed media materials.

必携書（教科書販売以外）
English-Japanese dictionary

オフィスアワー
Tuesday 12:15-1:00 
Friday 1:00-2:30  (and by appointment)

連絡先
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単位数International Communication Seminar II [b] 2単位

授業形態（副）

210E1-3400-o2
Kathryn Bowes

授業コード 24410 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
1. Time, technology, knowledge and wisdom
2. The Divided Brain & Ecological Rebalancing
3. Environmental activists and movements
4. Indigenous voices
5. Women's voices
6. Plant Intelligence: Robin Wall Kimmerer and Wangari Maathai
7. Introduction to Cathedral Thinking
8. Discussion Cathedral Thinking
9. Eco- practices: Hospitality
10. Eco-practices: Silence 
11. Eco-practices: Active Hope 
12. Research Preparation and Guidance
13. Research Preparation and Guidance
14. Research Preparation and Guidance
15. Research Preparation and Guidance, final essays due.
16. Return essays with feedback and time for discussion.

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／3／5

Online learning journals, posting and participation 30%

Essays 40%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can consult a number of interdisciplinary sources to more deeply engage the process 
of meaning-making, including art, history, philosophical, religious and cultural background.

Students can demonstrate connections between literature and real-world scenarios and 
situations (global awareness).

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Active participation 30%

This seminar takes up studies in the field of environmental humanities. Students will enter into thoughtful dialogue with storytellers, writers, 
artists, activists and thinkers who are on the way to changing human culture to live in better balance with the whole of the Earth community. Rather 
than following a strictly problem solving approach to issues, we will focus on works that enhance Earth literacy, ways to re-sacralise culture, as 
well as questions of hope, and (multi species) justice. We will explore how the artistic and the imaginative approaches are valid methods in efforts 
to revivify cultural life and students will engage with practices of attention, reverence and hope.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students can communicate in a number of registers in English — from informal classroom 
discussion and weekly written reflections, to more formal oral presentations and to the highly 
formal written academic responses.

Students can ask good questions and demonstrate critical thinking and curiosity about the way 
art and narrative work.

Students can perform close, detailed analyses of written and visual works.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Written work will be read and individuals will receive written feedback.
Discussions and individual mentoring.

定期試験
Essay submission

試験のフィードバックの方法

bowes_kate@m.ndsu.ac.jp

留意事項
Appear, prepare and submit your work on time.

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Preparation for each class is required and instructions will be given each week about what to do via the Google classroom LMS. It is recommended that 
students spend at least 30 minutes per day reading. Weekly writing exercises can be completed within 30 minutes. Research and essays will take longer 
to prepare.

必携書（教科書販売）
よくわかる卒論の書き方（第２版）』白井利明・高橋一郎　著, ミネルヴァ書房
ISBN-10 : 4623065723　（１期と同じ）
Additional books will be ordered by the instructor to ensure the same editions are shared.

必携書（教科書販売以外）

オフィスアワー
By appointment

連絡先
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単位数International Communication Seminar II [c] 2単位

授業形態（副）

210E1-3400-o2
木津　弥佳

授業コード 24420 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業
授業予定一覧
Week １　Pre-modern translation theories, Mid-twentieth century translation theories 
Week ２　Skopos theory [Subtitling]
Week ３　Negative analytic [Subtitling]
Week ４　Recent approaches [Subtitling]
Week ５　The translation situation [Subtitling]
Week ６　Reading the source text, Research [Subtitling]
Week ７　Writing and revising the target text, Working as a team [Subtitling]
Week ８　Translation evaluation, Concluding remarks [Subtitling]
Week ９　How to write a commentary [Subtitling]
Week 10　How to write a thesis [Business letter]
Week 11　Presentations (4th year students) [Business letter]
Week 12　Presentations (4th year students) [Recipes]
Week 13　Library training session
Week 14　Presentations on thesis topics
Week 15　Presentations on thesis topics
 
*[ ] shows the text type for translation practice.

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／5

1／2／3／4／5

Presentation 30%

Translation & commentary and thesis plan 50%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students are able to　expand topic-based writing styles and vocabulary and translate a variety 
of text types from English to Japanese.

Students can discuss relevant translation issues in an organized manner.

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation 20%

This semester continues to raise students’ awareness of various cross-cultural differences between English and Japanese. We will focus on 
translation theories including Skopos theory and foreignization vs. domestication methods, and will learn how to conduct a translation project for 
the graduation thesis. We will also practice translating from English into Japanese in different genres including news subtitling, business letters, 
and cooking recipes.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

思考・判断・表現力

知識・技能

Students are able to deepen their understanding of intercultural communication.

Students can develop intellectual perspectives on the ability of translation.

Students can acquire advanced translation skills in translating English into Japanese.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性

317 / 324



2022/4/18

Written or oral feedback is given in class and on an individual basis.

定期試験
Translation and commentary, Thesis proposal

試験のフィードバックの方法

mikakizu@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students read, summarize, and translate the designated parts of the texts. (2-4 hours)

必携書（教科書販売）
Hasegawa, Yoko (2012) The Routledge Course in Japanese Translation. Routledge.

白井利明・高橋一郎 (著)　(2012) 『よくわかる卒論の書き方』ミネルヴァ書房
(Same as those in IC Seminar I [c])

必携書（教科書販売以外）
鳥飼玖美子（編著）(2013) 『よくわかる翻訳通訳学』ミネルヴァ書房
Baker, Mona (1992) In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge.
Munday, Jeremy (2008) Introducing Translation Studies: Theories and Applications [2nd edition].
 Routledge.

オフィスアワー
Email me and/or by appointment

連絡先
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単位数International Communication Seminar II [e] 2単位

授業形態（副）

210E1-3400-o2
小野　真由美

授業コード 24440 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
W1: Introduction
W2: Data analysis 1: statistics 
W3: Data analysis 2: collecting narratives and interview data
W4: Data analysis 3: collecting ethnographic data
W5: Writing ethnography 1: describing the everyday
W6: Writing ethnography 2: interpretation of culture
W7: Writing ethnography 3: positioning of ethnographer
W8: Mid-term presentation 1
W9: Mid-term presentation 2
W10: Writing a research proposal 1: background
W11: Writing a research proposal 2: theory and key concepts
W12: Writing a research proposal 3: choice of field sites and research design
W13: Preliminary fieldwork 1
W14: Preliminary fieldwork 2 
W15: Discussion

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2

1／2

Assignment and in-class presentations (30%)

Final report (50%)

１

４

５

1／2
対応する到達目標の番号成績評価の基準

Class participation (20%)

This seminar explores transnational mobility (e.g. immigration, migration, tourism, student mobility, and refugees) and cross-cultural encounters in 
the globalizing world from an anthropological perspective. It examines the diversification of transnational mobility, which generates international 
communication and interaction among people with different backgrounds, and its effects on culture, society, community, identity, and the everyday 
life of the people living in the contemporary world. It aims to engage in the discussion on these topics while focusing on the Asia-Pacific as a site 
of empirical investigation, including topics and practices of multicultural Japanese society. This seminar explores the cases of transnational 
mobility in East Asia, including Japan in a comparative focus. At the end of the course, students will pick up a topic and theme of their graduation 
thesis and design a preliminal fieldwork as a small project.

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will be able to understand the basics of an anthropological perspective and 
ethnographic approach and how to critically and comparatively analyze key themes and issues 
surrounding transnational mobility and cross-cultural encounters.

Students will be able to de-construct their cultural assumptions and generalizations and to a 
deeper understanding and a fresh view of different cultures as well as of one's own.

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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Oral feedback will be given in class and upon appointment.

定期試験
Mid-term presentation and final report

試験のフィードバックの方法

mayumiono@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Students will read related materials to deepen their understanding of the themes learned in class (3 hours).

必携書（教科書販売）
よくわかる卒論の書き方（第２版）』白井利明・高橋一郎　著, ミネルヴァ書房
ISBN-10 : 4623065723　（１期と同じ）

必携書（教科書販売以外）
Robert M. Emmerson, Rachel I. Fretz, & Linda L. Shaw. (1995) Writing ethnographic fieldnotes, The University of Chicago Press.
Roger Goodman, Ceri Peach, Ayumi Takenaka, and Paul While (eds.). (2003) Global Japan: The experience of Japan’s new immigrant and overseas 
communities. Routledge.
David W. Haines, Keiko Yamanaka, and Shinji Yamashita (eds.). (2012) Wind Over Water: Migration in an East Asian Context. Barghahn Books.
藤田結子・北村文（編）『現代エスノグラフィー：新しいフィールドワークの理論と実践』（2013年、新曜社）
Necessary book chapters and articles will be announced and provided in class.

オフィスアワー
Monday 13:00-14:30 or by appointment.

連絡先
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単位数International Communication Seminar II [f] 2単位

授業形態（副）

210E1-3400-o2
Thomas Fast

授業コード 24450 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
Week 1: Service Learning Reflections
Week 2: World Heritage Focus: TBA
Week 3: World Heritage Focus: TBA
Week 5: World Heritage Focus II: TBA
Week 6: World Heritage Focus II: TBA
Week 7: Brainstorming Thesis Topics
Week 8: Academic Skills: Inquiry 
Week 9: Academic Skills: Media Literacy
Week 10: Academic Skills: Media Literacy
Week 11: Academic Skills: Outlining 
Week 12: Senpai Presentations/Writing Workshop
Week 13: Senpai Presentations/Writing Workshop
Week 14: Thesis Topic Presentations
Week 15: Writing Workshop
Week 16: 1st Chapter Due

No

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3

1／2／3

50% Writing Assessment

20% Class Participation

１

４

５

1／2／3
対応する到達目標の番号成績評価の基準

30% Speaking Assessment

Semester II of this course will transition from exploring international communication through World Heritage, to aquiring academic skills needed for 
thesis research and production. During the first few weeks, we will continue to explore sites and intangible heritage transmitted through artistic 
movements chosen by the professor or the students. The rest of the semester will be dedicated to choosing thesis topics and developing academic 
research and writing skills (e.g. inquiry, media literacy, outlining, organization, time management, etc).

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

Students will develop knowledge of global issues and solutions

Students will learn about global citizenship and begin to develop global competencies

Students will develop academic competencies (Reading, Researching, Writing, Discussing, 
Presenting

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／主体性
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Feedback will be provided after each project as well as Week 16.

定期試験
Students will be assessed based on their written work, presentations and participation in discussions throughout the semester.

試験のフィードバックの方法

fast@m.ndsu.ac.jp

留意事項

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
Class activities depend on students being prepared, so students need to do their reading and prepare their homework ahead of class. If absent, 
students are responsible for finding out what assignments are due.

必携書（教科書販売）
『よくわかる卒論の書き方（第２版）』白井利明・高橋一郎　著, ミネルヴァ書房
ISBN-10 : 4623065723

必携書（教科書販売以外）
The teacher will provide materials.

オフィスアワー
Office hours will be announced during the first meeting.

連絡先
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単位数卒業論文 6単位

授業形態（副） ２演習

210B1-4000-o6
坂口　真理、Carolyn Swierski、赤松　佳子、伊藤　豊美、山口　麻衣子、松井　かや、木津　弥佳、Kathryn Bowes、David Ramsey、小野　真由
美、Thomas Fast

授業コード 25000 科目ナンバリング 開講年度学期 2022年度第１期、2022年度第２期

実務経験の授業への活用方法

日本語以外の言語による授業 English
授業予定一覧
授業予定等の詳細については各指導教員の指示を仰ぐこと。卒業論文と口頭試問に関する主な日程は以下の通りである。

2022年　4月：　履修登録
　　　　　　　　　　　　　5月9日(月）：　題目提出
　　　　　　　　　　　　　5月中旬〜下旬：　副査決定
　　　　　　　　　　　　　12月　1日(木）16:30までに、卒業論文完成版を指導教員（主査）に提出
　　　　　　　　　　　　　12月〜1月上旬：　主査・副査からのフィードバック、卒業論文の修正、清書
　
2023年　1月上旬：口頭試問日時決定
　　　　　　　　　　　　　1月12日(木)16:30までに、卒業論文最終版を学務部教務係へ提出
　　　　　　　　　　　　　1月1６日(月）〜1月末頃：　口頭試問 （英語要旨の最終締め切り；主査に提出）

５

４

３

２

実務経験のある教員による科目

1／2／3／4／5

1／2／3／4／5

卒業論文　50%

口頭試問　15%

１

４

５

知識・技能／思考・判断・表現力

思考・判断・表現力／主体性

各研究分野において定められた論文の形式や用語を正しく用いて、英語または日本語で論点を明確に書く
ことができる。

各研究分野で必要とされる分析方法で研究内容を論じ、それを応用して自身の研究成果の当該分野におけ
る示唆を考えることができる。

1／2／3／4／5
対応する到達目標の番号成績評価の基準

卒業論文への取り組み　35%

この科目は、英米文学（ヨーロッパ文学を含む）、英語学・言語学、国際コミュニケーションの分野において、３年次終了までに習得した専門分野の基礎的な知識を
基にし、各自で実現可能な意義のあるテーマを選択し、設定した課題に向けて自律的研究を発展させていくことを目的とする。研究に必要な創造性とクリティカルな
考え方、コミュニケーションスキルを身に付け、体系的・計画的に研究を遂行することが期待される。研究成果は、論理的な展開のある構成と明瞭な文章を用いて、
日本語または英語で論文等にまとめる。

担当者氏名

授業形態（主） ２演習

時間割備考
4年次4月に登録すること。

本授業の概要

到達目標

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性

的確な研究課題を設定することができる。

深い知的興味と洞察力を持って研究を自ら計画し、計画通りに遂行することができる。

研究課題に見合った資料の内容を正確に解釈し、論理的に説明、議論することができる。

対応するディプロマポリシー
（１知能・技能/２思考・判断・表現力/３主体性）

３

１

２

知識・技能／思考・判断・表現力／主体性
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12月1日に提出された卒業論文は、主査と副査からフィードバックがある。
その他については各指導教員により異なる。

定期試験
卒業論文の提出と口頭試問、その他卒業論文作成過程における各主査からの課題等

試験のフィードバックの方法

akamatsu@m.ndsu.ac.jp（赤松），m-yamaguchi@m.ndsu.ac.jp（山口）, maris@m.ndsu.ac.jp（坂口）, mikakizu@m.ndsu.ac.jp（木津）, mayumiono@m.ndsu.ac.jp
（小野）, lynswierski@m.ndsu.ac.jp(Swierski), mkaya@m.ndsu.ac.jp（松井）,
itoh@post.ndsu.ac.jp（伊藤）, ramsey@m.ndsu.ac.jp (Ramsey) , bowes_kate@m.ndsu.ac.jp (Bowes), fast@m.ndsu.ac.jp (Fast)

留意事項
・原則として、卒業論文は前年度に履修した演習と同じ分野を選ぶ。論文作成の際の書式や評価方法等の詳細については、4月に配布される「卒業論文の手引き」と各
指導教員の指示に従うこと。
　・締め切りは厳守すること。　12月1日16:30締め切りの卒業論文提出に間に合わない場合は成績の１０％が差し引かれ、その後1日遅れる毎に（ただし大学休業日は
含まない）２％ずつ差し引かれるものとする。
・成績評価の基準の１、２、３の全てを履行すること。いずれかが０％の場合は不可となる。なお、最終成績は主査により決定される。

準備学習（予習・復習）に必要な学修内容・時間
各指導教員の指示に従うこと。

必携書（教科書販売）
各指導教員、各自のテーマにより異なる。

必携書（教科書販売以外）
各自のテーマにより異なる.
1)「卒業論文の手引き」を参照のこと。
2)『よくわかる卒論の書き方』　白井利明・高橋一郎　ミネルヴァ書房
　ISBN９７８-４-６２３-０６５７２-１　（既に演習担当の教員から案内があったと思います。）

オフィスアワー
各指導教員に問い合わせること。

連絡先
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