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英語が開く 世界の扉
英語教育センターでは、英語での情報収集や意思伝達に必要な英語コミュニケー
ションの基礎能力を養成する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

必修

基礎
科目

選択

発展
科目

開講期
第１クォーター
第２クォーター
第３クォーター
第４クォーター
夏季集中講義
春季集中講義
前期／後期

授業科目名
英語Ⅰ
英語Ⅱ
英語Ⅲ
英語Ⅳ
英語S1
英語S2
英語S3

単位数
1単位
1単位
1単位
1単位

詳しくは
2面へ

詳しくは
3面へ

各2単位

＊必修科目の英語Ⅰ～Ⅳは、クラス分けをよく確認してWeb履修登録してください。
シラバスを
よく読んでね！

英語授業の受講ルール
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。

GTEC CTEテストの実施について
1年生対象に英語統一テスト（GTEC CTE）を実施します。
テストの成績は、必修科目の「英語Ⅳ」の成績評価の10％に組み込まれますので
必ず受験してください。
第１回目：

4月16日（月）～ 4月27日（金) の期間中

第２回目：

1月21日（月）～ 1月25日（金） の期間中

＊詳細は授業中に
説明します。

外部試験による英語の成績判定について
TOEIC、英検、GTEC、TOEFLなどの英語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「英語Ⅱ」「英語Ⅳ」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、下記期間中に英語教育センター事務室で手続きを行ってください。
〔受付期間〕

英語Ⅱ： 4月9日（月） ～ 4月13日（金）
英語Ⅳ： 7月30日（月） ～ 8月 3日（金）

＊詳細は共通教育履修案内を参照。

共通教育英語の授業概要
必修科目

共通教育の英語の授業では、クォーターごとに異なる特色をもつ科目が用意されています。

英語Ⅰ……

主としてスピーキング力養成のための授業
自分の考えを英語で明瞭かつ
簡潔に表現し、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】

英語Ⅱ……

主としてリスニング力養成のための授業
英語の音声上の特徴を理解して、
様々な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】

英語Ⅲ……

主としてライティング力養成のための授業 英語のパラグラフを書くための基本を
身につけ、様々なテーマについて自分の意見を論理的に書けるようになることを目
指します。
【テキスト：Writing Design: The Basics of Paragraph Structure】

英語Ⅳ……

主としてリーディング力養成のための授業 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、様々な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: Strategies for Real-World Reading】

テキストは授業が始まるまでに
買っておいてね。
第２クォーターの教科書も
４月中に購入するんだよ！

授業はすべて
英語だよ！

英語プロフェッショナル養成コース
このコースでは、1年次で身に付けた知識・技能を基盤とし、より発展的で体系的な授業を受けることが
できます。そのほか、海外語学研修や留学の情報をいち早く入手できたり、下級生の授業をサポートするSA
（Student Assistant）の機会を得られるなど、特典がたくさんあります。対象は2年次以上で、定員は１学年
30名です。募集は1年生向けに2月頃行います。

●英語プロフェッショナル養成コース生が履修できる英語科目
【必修科目】 …下記4科目全て

-

Oral Communication
Effective Presentations
Speaking & Reading Strategies
Writing Workshop

卒業時までに必修4科目と選択4科目、合計8科目
（計16単位）を取得すると、コース修了が認定され、
修了生には「認定証」を
授与します。

【選択科目】 …下記8科目の中から4科目（以上）

-

English for Academic Research
Academic Reading
Introductory Interpretation
Introducing Japanese Culture in English
Oral Performance
Business English
Discussion Skills
Writing Strategies
Studying English Abroad I *海外語学研修
Studying English Abroad II *海外語学研修

発展科目

英語をもっと勉強したい学生には、発展科目として英語S1・S2・S3が開講されています。
研究や将来の仕事に役立つ１ランク上の英語力を身につけるための「英語S3」クラスは、2年生に
なると受講できます。積極的に受講しましょう！

１年生から受講できる「英語S1」「英語S2」は、夏休みと春休みに実施される
短期海外語学研修を含むクラスです。研修先大学はアメリカ（3校）、
イギリス（1校）、カナダ（1校）、アイルランド（1校）があります。
科目名

開講時期 科目番号

英語S1

夏季
集中

10935

英語S2

春季
集中

20935

提携校
・ワシントン大学シアトル校 （Educational Outreach）
・カリフォルニア大学ロサンゼルス校 （UCLA Extension IEC Program） *
・ハワイ大学マノア校 （HELP/NICE Program）
・バンガー大学 （日本研究所、Trinity Foundation Program）
・ブリティッシュ・コロンビア大学 （ELI English for the Global Citizen）
・ダブリン・シティ大学 （英語集中講座 General English）
・カリフォルニア大学ロサンゼルス校 （UCLA Extension IEC Program） *
・ブリティッシュ・コロンビア大学 （ELI English for the Global Citizen）
・ダブリン・シティ大学 （英語集中講座 General English）
（*カリフォルニア大学ロサンゼルス校は学生ビザが必要）

※英語S1・S2受講希望者は、下記の平成30年度愛媛大学SEAプログラム（短期）説明会に参加してください。

～平成30年度愛媛大学SEAプログラム（短期）説明会～

Study English Abroad

プログラム

夏休み・春休みを利用して、英語をしっかりと学びませんか？
「愛媛大学SEAプログラム」は、短期留学に参加することで英語の単位を取得できるプログラムです。協定校で
の英語集中学習プログラムに参加し修了した学生に、「英語S1」（夏季）または「英語S2」（春季）の単位を2単位認
定しています。下記の日程で説明会を行いますので、興味のある方はぜひ参加してください。

＜説明会日程＞
日時：４月１８日（水）１２：００～１２：３０ （昼休み中）

詳細・不明な点は
英語教育センターまで♪

場所：M２４ （愛大ミューズ２階）
*都合により説明会に参加できない場合は、5月上旬に別途開催予定の
説明会に参加してください。
（詳細は、共通教育及び英語教育センターの掲示板でお知らせします。）

～参加者の声～
・たった3週間で何が出来るだろうと初めは思っていましたが、日本にいては得られなかった出会いや経験が
たくさんありました。英語を間違えても気にしない精神も身に付きました。
・僕にとって今回が初めてのホームステイで、日常から英語の世界に身を置くことはとても新鮮でした。文化や
ライフスタイルに基づく言語感覚の違いはその国で過ごしてみないと分かりません。少しの勇気を出せば、か
けがえのない体験を得ることが出来ます。
・自分の英語に自信が持てました。文法を間違ったり、言いたいことが上手く言えず単語になってしまっても、
現地の人が優しくしっかりと聞いてくれました。この英語だらけのプログラムに参加すれば、あなたも“実は英
語が喋れるんだ”と気づくことが出来ます。
・苦手な発表や、意見を言うことに慣れることが出来ました。様々なプログラムに参加し、英語だけでなく知識
を身に付けることも出来ました。

多文化交流ゾーン
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。下記の各部屋では、
様々な教材を利用して英語の自主学習ができます。 【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る部屋です。
洋書の貸出や参考書の閲覧、DVDの試聴ができます。

図書を借りるには
英語図書IDカードが
必要だよ！

分かりやすくレベル分けされた約3,000冊の洋書のほか、英字新聞、
辞書、ジャンルごとに揃った各種参考書・問題集を利用することができます。
たくさん活用して英語力に磨きをかけましょう。
そしてちょっと疲れた時には…洋画DVDを見てひと休みするのもいいですね。

Aidai
Taroh

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、
実際に声に出したり音を聞いたりして英語を学習できる部屋です。
この部屋では、英語を使った様々な活動が行われています。
・Let’s Enjoy English! （下記参照）

・Book Club

・English Gang …ほか

授業外英語学習プログラム
Let’s Enjoy English !
英語ネイティブの先生と少人数で英会話を楽しむコースです。
実践的な英語を身に付けたい、もっと英語を話すチャンスがほしい…
そんな皆さん、ぜひ参加してください！
1回45分、1グループ6名までの各回予約制です。
とても人気があるので予約はお早めに。

やりなおし英語塾
「英語を基礎から勉強しなおしたい！」「苦手だけどもう一度頑張ってみたい！」
そんな方のための、日本語で開講される英語学習クラスです。
日本人の先生が、英語の基礎をやさしく丁寧に教えてくれます。

申し込みは
英語教育センター
まで♪

※各プログラムは５月頃スタート予定です。
詳細は、共通教育掲示板および英語教育センターの掲示板でお知らせします。

～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。
愛媛大学

英語教育センター

愛大ミューズ２階
OPEN： 8:30 – 18:00 （長期休業中は17:00まで）
Tel/FAX：089-927-8340 mail ：eec@stu.ehime-u.ac.jp
Webpage：http://web.eec.ehime-u.ac.jp/

