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英語が開く 世界の扉
英語教育センターでは、意志の伝達及び情報の発信に
必要な能力を養成する英語教育を実施しています。
共通教育必修科目の授業だけでなく、学生の皆さんの日々
の英語学習を幅広くサポートしています。

共通教育科目の英語カリキュラム
必・選
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＊必修科目は、Web履修登録時にクラス分けをよく確認して登録してください。

**英語プロフェッショナル養成コース**
英語を活用して、国際社会や地域社会で活躍できる人材の育成を目標としたコースです。コース
生は2年次以上で、コースの定員は１学年30名という少人数です。募集は１回生向けに２月頃行
います。（H26年1月下旬募集要項配布予定）詳細は英語教育センターまでお問い合わせください。

TOEIC Bridgeテストの一斉実施について
1年生対象に英語統一テスト（TOEIC Bridge）を一斉に実施します。
テストの成績は、必修科目の「英語」の成績評価の20%に組み込まれますので
必ず受験してください。
前学期：

6月6日(木) 5時限 （夜間主 7時限）

後学期： 12月5日(木) 5時限 （夜間主 7時限）
＊詳細は授業中に説明します。

英語授業の受講ルール
シラバスをよく読んでね！

1. 毎回出席しましょう。 4回欠席すると単位は取得できません。
2. 遅刻をしない。 3回遅刻した場合は、1回の欠席とみなされます。
（30分以上の遅刻は、欠席とみなされます。）
3. 原則として、 授業中の活動は英語で行います。

共通教育英語の授業概要

テキストは授業が始まるまでに
買っておいてね！

必修科目
前学期

自分の考えを明瞭かつ簡潔に表現し、
コミュニケーション英語A・・ スピーキング力の育成
会話や議論に積極的に参加できるようになることを目指します。
テキスト ：Speaking Focus
コミュニケーション英語B・・ リスニング力の育成
英語の音声上の特徴を理解し、
特定の目的に応じた聞き取りができるようになることを目指します。
テキスト： Real-World Listening: Listening in Social Contexts

後学期
総合英語A・・・・・・・・

ライティング力の育成 英語の文章を作成する上での基本を
身につけ、日常生活の話題について、まとまりのある文章が
書けるようになることを目指します。
テキスト：後日発表します。

総合英語B・・・・・・・・

リーディング力の育成 英語を素早く、かつ正確に読むための
基本的な技能を身につけ、特定の目的に応じた読み取りが
できるようになることを目指します。
テキスト： Skills That Thrill

授業はすべて英語だよ！

発展科目

英語をもっと勉強したい方には、発展科目が開講されています。
2年生になると、研究や将来の仕事でも使える1ランク上の英語力を身につけるための
クラスも開講されています。（英語プロフェッショナル養成コース科目含む）
積極的に受講しましょう！

英語S3・・・通常開講 （前学期・後学期）
↓1回生履修可能授業↓

Ｓ1,Ｓ2の受付は
英語教育センターまで！

【前学期】 科目番号：10923（火5） （花田 真吾先生）
「Academic Reading for TOEFL: Topics on International Education」
【後学期】 科目番号：20923（木5）（花田 真吾先生）
「Advanced Academic Reading for TOEFL」
※他に、2回生以上を対象にしているクラスもあります。
英語S1・・・夏季集中 【受付期間 ： 7月8日（月）～7月26日（金） 】
開講日程： 8月 7日（水）～8月12日（月） 1～3時限
英語S2・・・春季集中 【受付期間 ： H26年1月20日（月）～2月7日（金） 】
開講日程： 2月18日（火）～2月22日（土） 1～3時限
※詳細はシラバスで確認してください。

外部試験による英語の成績判定について
TOEIC Bridge、TOEIC、英検、GTECなどのテストの成績で一定基準を満たしている学生は、
その成績をもとに「コミュニケーション英語B」「総合英語B」の成績判定を受け、単位を
取得することができます。判定を希望する場合は、学期開始前までに手続きが必要です。
〔受付〕

前学期：4月 4日(木) ～ 4月9日(火）
後学期：7月22日(月) ～ 8月6日(火)

＊詳細は英語教育センターまで

多文化交流ゾーン

空いた時間に利用して、
英語力をアップさせよう！

愛大ミューズ2階 中棟には、外国語を学習するためのスペースが
あります。ここでは、英語の自主学習に役立つ教材が利用できる
部屋をご紹介します。
利用時間： 9:00～17:00（平日のみ）

学生自習室

Student Self-Learning Room

静かな環境で落ち着いて英語の自主学習ができ、洋書の貸出や
ＤＶＤの視聴ができる部屋です。
レベルに応じた約2,500冊の洋書を借りることができます。
DVDで映画を自由に見ることができます。
（英語スクリプト本付きDVDもあります。）

ＤＶＤが200本以上あるよ！

英語の参考書が各種揃っています。
（資格試験対応、ボキャブラリー、文法など）
PCの語学学習ソフトで自習できます。
ソフト：Power Idiom、英語漬け、こうぶん漬け、マスタリー2000、
英語道場、映画のえいご、TOEICリスニング強化版 など

Nintendo DSiで英語学習ができます。
ソフト：TOEIC(R)TEST もっとDSトレーニング、英検DSトレーニング、
遊べる英語ワードマジックDS、英文多読DS世界の名作童話 など
（貸出しは英語教育センターにて）

DAILY YOMIURI や The Japan Times、Asahi Weeklyなどの英字新聞や
英字雑誌、語学学習雑誌（English Journalなど)が自由に読めます。
旅行ガイド（英語圏）や留学情報雑誌の閲覧ができます。

学生チャットルーム Student Chat Room
英会話を楽しんだり、英語ニュースを聞いたり、
実際に声に出し、音を聞いて英語を学習できる部屋です。
どんどん聞いて
どんどん話そう！

Talk! Talk! Talk!英会話コースが実施されています。（次ページ参照）
English Gang が実施されています。（次ページ参照）
BOOK CLUB が実施されています。（詳細は英語教育センターへ）

語学自習室

Self-Learning System Room

50台の語学学習専用パソコンが設置されています。
TOEICや英語検定試験の自主学習に役立てましょう。

ALC NetAcademy2は
メディアセンターや
自宅でも使えるよ！

【利用可能ソフト】
• ALC NetAcademy2 （英語教育センターでアカウントを取得）
→TOEIC対策の他に技術英語や医学英語の学習もでき、学習の進捗も確認できます。
学外でも、自宅などインターネットに接続可能な環境であればどこからでも利用できます。
• 3ラウンドシステム “Introduction to College life” など

英語サポートプログラム

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。昨年は、道案内や館内放送の理解など、実用的なテーマで楽し
く進められました。（5月頃スタート予定）

やりなおし英語塾
英語が苦手だけど、もう一度頑張ってみたい！基礎から勉強し直したい！
そんな方にぴったりのコースです。日本人の先生が文法などを丁寧に
指導します。（5月頃スタート予定）

各プログラムの申込みは
英語教育センターまで！！

ALC NetAcademy2 講習会
この講習会では、『ALC NetAcademy2』の使い方
など、英語の効果的な学習方法を英語教員が説明
します。ALC NetAcademy2は、共通教育の英語の
授業でも使用し、年に2度一斉実施される英語統一
テスト（TOEIC Bridge）対策としても有効です。
講習会受講のための予約は不要です。コミュニケー
ション英語Ａの授業で配布されるアカウントを持って
直接参加してください。

講習会について
場所：語学自習室（愛大ミューズ2階 中棟）
詳細日程は共通教育履修ガイダンス
（4/2-3）で配布された
「ALC NetAcademy2 講習会のお知らせ」
を見てください。

工業英検 事前対策講座
工業英検とは、今、学会や産業界で注目されている資格で、毎年5月と11月に実施されています。
受験希望の学生には、4月を中心に英語教員が事前対策講座を実施し、受験をサポートします！
＊興味のある方は4月19日（金）迄に英語教育センターに来てください。
※各プログラムの詳細は、共通教育および英語教育センターの掲示板でお知らせします。
いつでも気軽に確認しに来てくださいね。

Information
ENGLISH GANG
英語大好き！みんなで勉強しよう！という学生、教職員で集まって活動しています。
＊毎週金曜日 12:30より学生チャットルーム（愛大ミューズ2階）で、ＮＨＫラジオ講座の読み会をしています。
あなたも仲間と一緒に楽しく英語の勉強をしてみませんか？

NEWS LETTER
この新入生号を含めて1年に4回発行しています。

英語教育センターでは、学生のみなさんの
英語学習をサポートしています。
いつでも気軽にご相談ください。
英語教育センターのホームページ
http://web.eec.ehime-u.ac.jp/

今年もみなさんの参加を
待ってます！

EHIME UNIVERSITY

ENGLISH EDUCATION CENTER
愛大ミューズ2階
TEL/FAX: 089-927-8340
MAIL: eec@stu.ehime-u.ac.jp

OPEN
8:30-17:15

