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新入生ガイド号

英語教育センターは、
バラエティーに富んだ
プログラムであなたの
英語学習をサポートします。

愛媛大学の英語教育の理念と特徴
専門学部の如何を問わず、英語が国際語であるという認識を持ち、意志の伝達および情報の
発信に必要な能力を開発する英語教育を実施します。
１）実践的コミュニケーション能力養成のための英語教育 ―― 国際人になろう！
２）学生活動中心の授業 ―― あなたが主役の授業です
３）少人数教育
―― 連帯感のあるクラスの中で、積極的に授業に参加しよう！
４）英語による授業 ―― 英語に慣れて、英語で考える思考回路を作ろう！

受講ルール

ルールを守って単位を取ろうね！

原則として次のようなルールがあります。
１ 毎回出席しましょう
毎回出席しましょう。
しましょう。４回欠席すると
回欠席すると単位
すると単位は
単位は取得できません
取得できません。
できません。
（いかなる理由
）
いかなる理由も
理由も認められません。
められません。
２ 遅刻をしない
遅刻をしない。
をしない。３回遅刻した
回遅刻した場合
した場合は
場合は、１回の欠席とみなされます
欠席とみなされます。
とみなされます。
３ 授業中の
授業中の活動は
活動は英語で
英語で行ないます。
ないます。

共通教育科目の
共通教育科目の英語カリキュラム
英語カリキュラム

(詳しくは共通教育科目履修案内を見てね！)

必修科 目

＊医学部は、１年生前学期で英語 A，後学期に英語ＢC
英語 A １年生前学期
英語 B １年生後学期
英語 C ２年生前学期（法文学部人文：教育学部：工学部：農学部）
２年生後学期（法文学部総政：理学部）

単位を取得できなかった人は，再履修科目を履修してください。
英語Ａ、
Ａ、又
英語ＦＡ
ＦＡの
単位を
取得していないと
していないと後学期
後学期の
英語Ｂ
履修できません
できません。
英語
Ａ、
又は英語
ＦＡ
の単位
を取得
していないと
後学期
の英語
Ｂを履修
できません
。
再履修科 目

英語 FA（集中講義：９月）
※H19 年度から通常開講のみ。
英語 FB（前、後学期開講）
英語 FC（前、後学期開講）

英語Ａの成績は前学期終了後，
掲示板で発表します

詳細は掲示板でチェック！！
もっと勉強したい学生に
選択科 目

英語 S1（集中講義：９月）
英語 S2（集中講義：２月）
英語 S3（前、後学期授業）

教員紹介

※夜間主コースは少し違うので注意してね！

履修案内をよく読んでね！
掲示板もね！

《2006 年 前学期の授業担当の先生です。》

TEACHERS
: Richard Blight (Australia)
: Tsuyoshi Kanamori
: Ron Murphy (U.S.A.)
: Sunao Orimoto
: Mark Stafford (U.S.A.)

TEACHERS

: Iain Campbell (U.S.A.)

: Patricia Lyons (U.S.A.)

: Steve Fukuda

: アニー・
アニー・マーロウ (Australia)

: Kurt Goltz (U.S.A.)

: Semin Poonja (Canada)

: Michael Guinn (U.S.A.)

: Melanie Taylor (New Zealand)

: Bruce Lander (U.K.)

: Miho Hayata

: Nicholas Travers (Canada)

: Keiko Ochi

: Tzehaie Ogbamichael (U.S.A.)

: Fumie Takakubo

: Richard Parker (U.K.)

: Junko Yamamoto

: Piotr Rosne (Australia)
英語の授業は絶対
眠れないよ！

学習サポートプログラム
学習サポートプログラム
ＣＡＬＬ(Computer
ＣＡＬＬ(Computer(Computer-Assisted Learning Laboratory)
ＭＡＬＬ(Multimedia
ＭＡＬＬ(Multimedia(Multimedia-Assisted Language Laboratory)
Laboratory
コンピューターとＬＬ機能を組み合わせた語学演習教室。ビデオ、ＭＤ、ＣＤ－ＲＯＭ，
ＤＶＤ，インターネットなどを使った授業が受けられます。

ＳＬＳ(Self
ＳＬＳ(Self(Self-Learning System) 語学自習室
場所：
場所：共通教育棟本館３
共通教育棟本館３階

コンピューター英語学習ソフトを使って、自主学習ができます。
ＴＯＥＩＣや英語検定試験の勉強に役立ちます。

ＳＬＳ（語学自習室）

利用可能ソフト
＊アルク社 ネットアカデミー
＊３ラウンドシステム“Introduction to College life”他
＊速脳英単語シリーズ
＊ネットアカデミーを利用するにはパスワードが必要です。英語教育センターで申請してね。＊

利用時間：
9:00～
～20:00 (4
(4～
～10 月)
利用時間： 9:00
9:00～
9:00～19:00 (11～
(11～3 月) (原則として
原則として休祭日
として休祭日を
休祭日を除く)
図書館 や メディアセンター

英語学習 学生サポートルーム
学生サポートルーム

でも使えるよ！！

場所：
場所：共通教育棟本館２
共通教育棟本館２階、英語教育センター
英語教育センター事務室隣
センター事務室隣

テレビ、
ＤＶＤ完備
（予約制）

パソコン（３台）を使って自習できます。
ソフト：Power Idiom, 英語漬け，
こうぶん漬け,マスタリー2000
えいご道場、映画のえいご

英語に
英語に関する参考書
する参考書（
参考書（TOEIC，
TOEIC，TOEFL，
TOEFL，英検など
英検など）、
など）、洋書
）、洋書など
洋書など自由
など自由に
自由に閲覧できます
閲覧できます。
できます。
用図書もあるよ
もあるよ！
貸し出し用図書
もあるよ
！

その他
その他のサポート
イアン先生の「英語でマジック」

【昨年度
昨年度の
昨年度のプログラムの
プログラムの紹介】
紹介
授業外の特別英語プログラム「ＥＮＪＯＹ ＥＮＧＬＩＳＨ！」を
実施しました。

♣ 英語楽習コース
英語楽習コース
普段の授業とは全く違う新しい英語のレッスンです。
「英語を学ぶ」のではなく、自分の興味のあるテーマについて
「英語で学ぶ」クラス形式のコースです。

♣ Talk! Talk! Talk!
３０分単位でネイティブ教員と少人数で英会話を楽しむ
セミプライベート形式のコースです。

ブルース先生の Talk! Talk! Talk!

【ＥＥＣ
ＥＥＣ ＮｅｗｓＬｅｔｔｅｒ】
年３回発行。
ＮｅｗｓＬｅｔｔｅｒ

今年度も様々なプログラム
を計画中です。お楽しみに！！

【ＥＮＧＬＩＳＨ
ＥＮＧＬＩＳＨ ＧＡＮＧ】
ＧＡＮＧ
ＥＮＧＬＩＳＨ ＧＡＮＧとは英語学習仲間です。
：：Gang
：：
：：Gang 仲間になると
仲間になると“できる”ことが満載！！：：
になると
＊毎日の英語の勉強時間を記録するので、継続の習慣が身に付く。
＊月例ミーティングで情報交換。元気と刺激をゲットできる。
＊毎週金曜日、NHK ラジオ講座 Let’s Practice の読み会に参加できる。

仲間募集中！

＊週刊ＳＴの貸し出しが受けられる。
＊TOEIC などの勉強法を相談できる。
＊勉強会や TOEIC の模擬試験に参加できる。

お し ら せ
語学自習室講習会のご
語学自習室講習会のご案内
のご案内
EEC の HP も見てね！

日程：
日程：4 月 24 日(月)，25 日(火)，26 日(水)，28 日(金)
時間：
時間
：16 時 30 分～17 時 30 分
英語教育センター
センターまで
申し込み：共通教育棟本館 2 階 英語教育
センター
まで

英語のことなら、 なんでも

英語教育センターへ！！

英語教育センターのホームページ http://www.ehime-u.ac.jp/~eec/
愛媛大学英語教育センター事務室 （９２７－８３４０） 発行

