
開講年度開講年度開講年度開講年度    2013    開講学期開講学期開講学期開講学期    前学期    共通教育    

時間割番号時間割番号時間割番号時間割番号    10916    科目名科目名科目名科目名    English for Tourism [English for Tourism]    単位数単位数単位数単位数    2    

担当教員担当教員担当教員担当教員    バージン･ルース [Ruth Carol Vergin] 

科目区分科目区分科目区分科目区分    発展科目 英語プロフェショナル養成コース

科目 

対象学生対象学生対象学生対象学生    英語プロフェッショナル養成コース

の学生 

対象年次対象年次対象年次対象年次    2～9 

授業題目授業題目授業題目授業題目    

English for Tourism    

授業授業授業授業のキーワードのキーワードのキーワードのキーワード    

guiding, English, introducing Japanese culture    

授業授業授業授業のののの目的目的目的目的    

The ability to serve as a guide using English can be used for foreign guests who visit the campus and Matsuyama. The required skills are also valuable for any kind of 

intercultural communication, so students will be able to explain their culture and customs to foreigners.    

授業授業授業授業のののの到達目標到達目標到達目標到達目標    

After completing this class students will be able to: 

1. Know where to get information related to tourist sights. 

2. Give simple explanations that would be used while guiding, ex. about a tourist site, Japanese food, etc. 

3. Use vocabulary required to talk about Japanese culture and society. 

4. Know what needs to be explained to foreigners about Japanese culture and society.    

共通教育共通教育共通教育共通教育のののの理理理理念念念念・・・・教育方針教育方針教育方針教育方針にににに関関関関わるわるわるわる項目項目項目項目    

多様な人と協働するためのコミュニケーション力（基本的なコミュニケーション力） 

学習活動や社会生活で必要な技能や表現力（基本技能）    

授業授業授業授業のののの概要概要概要概要    

Learn what needs to be explained about Japanese culture and society. 

Learn how to prepare for guiding: How to plan the time, how to gather information. 

This class will provide guidelines for how to prepare to guide1 on your own.    

授業授業授業授業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

1st Lesson Introduction: Attitudes and basic knowledge for guiding 

2nd Lesson Introducing the university 

3rd Lesson Practice Guiding around the university  

4th Lesson Religion in Japan  

5th Lesson Festivals  

6th Lesson Japanese Food  

7th Lesson Talking about Japanese society 

8th Lesson " 

9th Lesson " 

10th Lesson Practice with foreigners 

11th Lesson Guide plan 

12th Lesson Practice 

13th Lesson Revise 

14th Lesson Practice 

15th Lesson Presentation 

    

授業時間外学習授業時間外学習授業時間外学習授業時間外学習にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる情報情報情報情報    

Reading materials to gather information. Preparing a guide plan. Preparing the presentation.    

成績評価方法成績評価方法成績評価方法成績評価方法    

Quizzes on class content 40% 

1st Guide plan 20% 



Final presentation 40% 

    

受講条件受講条件受講条件受講条件    

Students in the Professional English Course will have priority if there are too many students. 

After registering online between March 29 and April 7, please check on April 9 to see if you have been selected for the class.    

受講受講受講受講のルールのルールのルールのルール 

教科書教科書教科書教科書（（（（購入購入購入購入のののの必要必要必要必要のあるのあるのあるのある図書図書図書図書））））    

- 

参考書参考書参考書参考書（（（（購入購入購入購入するするするする必要必要必要必要はないがはないがはないがはないが、、、、推奨推奨推奨推奨するするするする図書図書図書図書））））    

- 

教科書教科書教科書教科書・・・・参考書参考書参考書参考書にににに関関関関するするするする補足情報補足情報補足情報補足情報    

You will be expected to find information in English on the internet regarding class topics and to gather information independently. 

オフィスアワーオフィスアワーオフィスアワーオフィスアワー    火曜日１０：３０〜１２：００ 

連絡先連絡先連絡先連絡先    メール：ruth.carol_vergin.mc@ehime-u.ac.jp 

研究室：愛大ミューズ２階２２８号室  

ＥＥＥＥメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス    ruth.carol_vergin.mc@ehime-u.ac.jp  

参照参照参照参照ホームページホームページホームページホームページ     

そのそのそのその他他他他     

  

 

 


