
教 科 名       英語演習 （ Practice in English ） 学修 

学年・学科名 
第 4学年 物質工学科 【担当教員氏名】  高橋真規子  

【教員室】   実験棟東３階    内線 6380             

単位数・期間 ２単位 通年 必修 週２hr 総時間数 
90 時間  

（中間試験・自学自習 40hrを含む実時間） 

教科書など       
TOEIC TEST：To the Point  Jim Knudsen Kei Mihara 南雲堂  

Grammar Engine  Yoshihiro Kubo Mark Volpe 桐原書店 

補 助 教 材       

参 考 書など 

 英字新聞（STUDENT TIMESなど） 英和・和英辞書 

アルクネット TOEIC 初級中級コース 

学習到達目標：日常的に使用する英会話やエンジニアとして必要な基礎的な英語コミュニケーション能力を、

文法問題、TOEIC模擬問題練習などを通じて訓練し、(E-4)伝達出来る能力を身につける。また、さまざまな文

化背景を持つ英文を読んだり、聞いたりすることで社会で役立つ英語への興味、関心を高めることができるよ

うにする。（D-1） 

「函館高専学習目標」および「複合型システム工学」プログラムの学習・教育目標との関連： 
（D）社会の歴史や文化、技術者倫理を理解して行動できる技術者 

（D-1）国際社会の多様な歴史的背景や文化的価値を理解できる。 

（E）多面的なコミュニケーション能力を持った技術者 

（E-4）国際的なコニュニケーションを行うための基礎的な英語理解力および表現力を持っている。 

学習上の留意点： 
授業は TOEIC の問題練習をしながら、文法の基礎を復習するものである。 

① ＴＯＥＩＣ問題練習： 課題として自宅で準備するものがある。 

② アルクネットの初級中級コースを利用して模擬問題練習を行うことがある。 

③文法問題：自習のための CDが付いているので、毎回ディクテーションを含めた課題を出す。 

（自学自習に e-learning も使用予定） 

評価方法： 

 定期試験 80% （D-1、E-4） クイズ・課題提出 20% （E-4） 

必要とされる予備知識： 英検準 2級程度の英語力 

関連する科目：3年時英語表現、英語演習、4年英語コミュニケーション III 

授 業 内 容 

授  業  項  目 時間 各 項 目 到 達 目 標 

1． ガイダンス 

2． Outdoor sports (1,2) 
3． You have to say “in September”10 

4． Job hunting(3,4) 
5． This is my friend Susan13 
6． At the office(5,6) 
7． Can we have two coffees?１ 

I put the dog in my car 2 

1 

3 

 

4 

 

4 

 

TOEIC 練習と前置詞について理解、活用できる。 

 

TOEIC 練習と関係詞について理解、活用できる。 

 

TOEIC 練習と名詞、冠詞等について理解、活用できる。 

  ★前 期 中 間 試 験 1.5   

試験返却・解答解説等 1.5  試験問題の間違った箇所を理解できる 

8． Working condition (7,8) 

9． That’s how you became a good teacher

４ 

10． I’ve traveled to many different 

countries.５ 

11． Being transferred (9,10) 
12． Travel and Package tours(11,12) 

He will give it a good home.６  

5 

 

 

 

 

 

6  

TOEIC 練習と過去時制、完了時制について理解、活用できる。 

 

 

 

 

TOEIC 練習と分詞、助動詞について理解、活用できる。 

 

★前 期 期 末 試 験 1.5   

試験返却・解答解説等 1.5 試験問題の間違った箇所を理解できる 

13． Films(13,14) 
14． Computers and Internet(15,16) 
15． I often avoid going to the dentist14 
16． Advertisement(17,18) 
17． It is very exciting to experience a 

new culture!８ 

18． The Economy and Banking (19,20) 
Nature and the Environment(21,22) 

1 

3 

 

5 

 

 

 

2 

2 

 

TOEIC 練習と使役動詞、知覚動詞について理解、活用できる。 

TOEIC 練習と To 不定詞と動名詞について理解、活用できる。 

 

TOEIC 練習と形容詞について理解、活用できる。 

 

 

TOEIC 練習と省略、比較表現について理解、活用できる。 

TOEIC 練習と代名詞、仮定法について理解、活用できる。 

 

★後 期 中 間 試 験 1.5  

試験返却・解答解説等 1.5 試験問題の間違った箇所を理解できる 



19． You must be crazy９  

20． Science and Technology (23,24) 
21． My head really hurts! 3 
22． What kind of role are you plying?7 
23． In France live people form many 

countries 11 

It was very lucky that we got these 

tickets.12 

1.5 

6 

 

 

3 

 

 

 

TOEIC 練習と分詞構文について理解、活用できる。 

 

 

英文の情報構造について理解、活用できる。 

★ 学 年 末 試 験 1.5  

試験返却・解答解説等 1.5 試験問題の間違った箇所を理解できる 

履修時数計 60(50) ※時間数は単位時間，( )内に実時間を示す． 

自学自習 

予習復習 

課題 

定期試験の準備 

計 

(14) 

(10) 

(16) 

(40) 

自学自習の時間として、理解を深めるために日常行う予習・

復習時間、および課題・定期試験準備のための学習時間を

40 時間以上確保する。 

 


