
高松キャンパス共通                                        平成２８年度 

科 目 名 
英語 IA 
English IA 

担当教員 
伊藤喜久代(総合英語担当) 

鳥羽素子 (L & S 担当) 

学  年 1年 学  期 通年 履修条件 必修 単位数 4 

分  野 一般 授業形式 講義 科目番号 16120009 単位区分 履修単位 

学習目標 

読む，書く，聞く，話すの英語の 4技能の全体的な向上を目指し，基本的なコミュニケーション能

力の育成を図る。これらの技能の養成の基礎として，基本的な文法や語彙の知識が必要とされるの

で，語彙や英文法の知識の修得も図る。 

進 め 方 

総合英語：教科書および配布プリントの英文をもとに文法解説を行い，文の構造を含む内容の理解

を深めさせる。文中の新出単語，英語表現をもとに類義語，類似表現を幅広く紹介し，英語表現へ

の知識を深めさせる。単語集からの小テストを実施する。 

Listening & Speaking (L & S)：音声教材を用いた問題演習を行い, 学習内容を定着させる。グループ

ワークを通じて英語で自己表現する機会を多く与える。単語集に準拠したドリルを用いた演習およ

び小テストを行い, 語彙の増強を図る。 

学習内容 

学習項目（時間数） 学習到達目標 

総合英語 ： 

(1) オリエンテーション  (1) 

(2) Power On Lesson 1, 配布プリントおよびコーパ

ス 4500 Stage 1～2  (13) 

L & S： 

(1) オリエンテーション (1) 

(2)  Listening Pilot Lesson 1～5 ,  配布プリントおよ

びコーパス 4500 Stage 1～2  (13) 

総合英語： 

・英文の内容と文の構造を理解し，概要や要点を

とらえることができる。 

・新出単語, フレーズの意味, 用法を理解できる。 

・英文の構造を理解し，高校 1年初期程度の文法

知識を身につける。 

・高校 1年初期程度の英単語，英語表現の知識を

持つ。 

L & S： 

・英語による簡単な質問を理解し，英語で適切な 

 応答をすることができる。 

・初歩的な英語の聴き取りができる。 

・高校 1年生初期程度の英単語，英語表現の知識

を持つ。 

前期中間試験 (4) 学習・教育目標：(D-2) 

総合英語： 

(1) 中間試験返却 (1) 

(2) Power On Lesson 2, 配布プリントおよびコーパ

ス 4500 Stage 3～4  (12) 

L & S： 

(1) 中間試験返却 (1)  

(2)  Listening Pilot  Lesson 6～10,   配布プリントお

よびコーパス 4500 Stage 3～4  (12) 

総合英語： 

・英文の内容を理解し，概要や要点をとらえるこ

とができる。 

・新出単語, フレーズの意味, 用法を理解できる。 

・英文の構造を理解し，高校 1年中期前半程度の

文法知識を身につける。 

・高校 1年中期程度の英単語，英語表現の知識を

持つ。 

L & S： 

・日常生活で使用される英語の質問を理解し，英

語で適切な応答をすることができる。 

・簡単な英会話を聞いて重要な単語を聞き取り，

大まかな内容を理解することができる。 

・高校 1年中期程度の英単語，英語表現の知識を

持つ。 

 学習・教育目標：(D-2) 

前期末試験  

期末試験返却 (2)  
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学習内容 

 

総合英語： 

(1) Power On Lesson 3, 配布プリントおよびコーパ

ス 4500 Stage 1～4  (14) 

L & S：  

(1) Listening Pilot Lesson 11～15,  配布プリントおよ

びコーパス 4500 Stage 1～4  (14) 

総合英語： 

・英文の内容を理解し，概要や要点をとらえるこ

とができる。 

・新出単語, フレーズの意味, 用法を理解できる。 

・英文の構造を理解し，高校 1年中期後半程度の

文法知識を身につける。 

・高校 1年中期程度の英単語，英語表現の知識を

持つ。 

L & S： 

・英語による簡単なコミュニケーションを取るこ

とができる。 

・身近な話題についての英語を聞き，要点を理解

することができる。  

・高校 1年中期程度の英単語，英語表現の知識を

持つ。 

後期中間試験  (4) 学習・教育目標：(D-2) 

総合英語： 

(1)後期中間試験返却(1) 

(2) Power On Lesson 4, 配布プリントおよびコーパ

ス 4500 Stage 5  (12) 

L & S：  

(1) 後期中間試験返却(1) 

(2) Listening Pilot Lesson 16～20,   配布プリントお

よびコーパス 4500 Stage 5  (12) 

総合英語： 

・英文の内容を理解し，概要や要点をとらえるこ

とができる。 

・新出単語, フレーズの意味, 用法を理解できる。 

・英文の構造を理解し，高校 1年中期後半程度の

文法知識を身につける。 

・高校 1年後期程度の英単語，英語表現の知識を

持つ。 

L & S： 

・英語による簡単な自己紹介ができる。 

・日常で使われる英語表現を聞き取り，理解でき

る。 

・高校 1年後期程度の英単語，英語表現の知識を

持つ。 

 学習・教育目標：(D-2) 

後期末試験  

試験返却 (2)  

評価方法 
総合英語と L & Sそれぞれにつき, 定期試験を 70%，その他を 30%（取り組み態度，提出物，小テス

ト, 単語テスト, 基礎演習の点数等）として評価し, 50％ずつの比重で合算し成績を算定する。 

履修要件 特になし 

関連科目 全ての英語科目 

教  材 

総合英語:  Power on Communication EnglishⅠ(東京書籍),   配付プリント, コーパス 4500 (東京書籍) 

L&S : Listening Pilot Level 1 (東京書籍),  配付プリント, コーパス 4500 (東京書籍), コーパス 4500 チャン 

            クマスターWorkbook 1 

(注)コーパス 4500 (東京書籍)は総合英語と L & Sの両方で使用する (ただしワークブックは L &Sで使 

    用する)。 

備  考 

・理解度，定着度に応じて進度を調整することがある。 

・辞書は，英和として「ジーニアス」が，和英として「プログレッシブ」または「ジーニア  

 ス」がコンテンツとして入っている電子辞書または紙媒体の辞書を各自用意すること。 


