今年も茨城キリスト教大学のご協力で下記の通り，「英語
環境」を体験する講座を実施します。海外研修の参加予定者
や留学を希望している人など，積極的に参加してください。
なお，同講座の前期はコロナウイルス感染症予防の観点か
ら中止になっています。
講 座 名：令和２年度英語総合講座（後期）
日
時：令和２年９月23日～12月２日
17:15～18:45 （全12回）※詳細は別紙シラバス等参照
場
所：茨城キリスト教大学（JR大みか駅西口すぐ）
申込方法：聴講申請書に必要事項を記入の上，教務部高大連携
担当（職員室）まで提出
※聴講申請書は担任または教務部担当からもらってください

参加要件：講義を受講し，レポート等を提出することで，大学
から修了証書が交付されるとともに，高校の単位と
して認定します。
聴 講 料：３，０００円
申込〆切：８月３日（月）まで
そ の 他：カナダ海外研修への参加希望者は必ず受講すること
（ただし，昨年度参加者は参加しなくてもよい）
＜昨年度参加した生徒の声＞
○４人中３人の講師がネイティブスピーカーだとういうこともあり，
生の英語に触れることで発音や話し方を身につけることができた。
○外国人の先生の発音を聞けたことは英語に慣れるために重視してお
くべきだと考えていたので，授業はとてもよかった。
○アメリカの歴史やロック音楽，シャーロック・ホームズなど，今ま
で知らなかった分野について深く学べたことが良かった。
○翻訳のような専門的なことも学べたり，英語の新たな側面を学べた。

令和 2（2020）年度 英語総合講座（後期）
サブタイトル

英語圏での勉強と暮らしを体験してみよう

Harris G. Ives
Yuliya Dzyabko
Kenta Miwa
Patrick Stephens

授業内容・計画：
受講される皆さんの多くは、今後、英語圏の国々へ留学を希望していると思います。期待と同時に不安も
あるかもしれません。海外での留学をより実りの大きいものにするために、この講座では、英会話だけでな
く、英語を使いながら学ぶとはどのような環境か体験できるようになっています。積極的に参加することで
「英語環境」を楽しみましょう。
第 1 回は、総合講座のオリエンテーションと 4 人の担当講師をご紹介し、初回の授業を行ないます。第 2
回以降は、各講師がそれぞれのテーマに基づいて、授業を担当します。担当講師の授業内容は以下の通りで
す。

・Ives：
Role Playing -- Each class will begin with a question and answer session with the teacher. The
questions involve general knowledge. For Example：”What is the title of a drama by Shakespeare.”
Every student will have a chance to answer one question. Then the teacher will write a "drama" on the
blackboard. Students will be put in pairs to practice and then perform the dramas. Occasionally
students will do illustrations in their notebooks and then project their drawings on screen. They must
explain their drawings in English.
・Dzyabko：
この授業では、英語でのコミュニケーションの特徴をよりよく理解するために、英語と日本語を比較しま
す。日常的なコミュニケーションに使用されている語彙や表現などを中心に様々な会話を分析し、日本語・
英語の使用上の相違点を明らかにすることを主に行います。授業を通して、英語と日本語の語彙・表現の違
いを学び、英語でのコミュニケーションをより円滑にできるようになります。
•

Miwa：
ことばとは音と意味、そしてそれらをつなぎ合わせる文法から成り立っています。この 3 つにはそれぞ
れルールがあり、そのルールは言語ごとに異なります。この授業では、英語には音、意味、文法に関してど
のようなルールが課せられるのかを学びます。また、英語のルールがわたしたちの母語である日本語のルー
ルとどのように異なっているのかをみんなで考えたいと思います。授業の構成は、1 回目の授業では「音」
のルールを、2 回目の授業では「意味」のルールを、そして 3 回目の授業では「文法」のルールを学びます。
授業を通して、みなさんにことばに関する「気づき」を与え、これからの英語学習のモチベーションに繋が
ればと考えています。
・Stephens
In these three meetings, we will practice speaking and listening to English while playing games and
doing activities. The atmosphere will be lighthearted, so students can relax and enjoy using the
language they already know. Each student should try their best to communicate in English during class.
Grammar and vocabulary is not the main focus, but students may learn some new language in order to
participate.
教科書・参考書：

各講師が独自に指定している教具・教材以外に、英和・和英辞典（電子辞書）と授業
用ノートは、必ず持参してください。
＊講座でパソコンを利用する際には、大学が発行するユーザーID 発行証が必要になります。
受講期間中は必ず持参してください。

履修条件等：

原則として英語圏での研修に参加希望している高校生のための授業とし、過去に受講
した生徒の再受講も可能ですが、初めての生徒さんを優先させていただきます。
なお、講座定員は最大で 20 人とします。定員超過の際は、各高校と相談のうえ人数調
整をさせていただきます。

2020（令和2年）年度 後期 英語高校生公開講座日程
基本：

講座回数 12回実施

2020.06.22更新

曜日原則 水曜日

時間 17：15～18:45 1回90分
※日立一高: 月・木曜 7時間授業16：40終了
※日立二高: 月曜 7時間授業16：40終了

回数
（Number
of times）

日付（Date）

曜日

担当者（Teaching
staff）

講座時間（school
hours）

1

2020/9/23

Wed

Ives

17:15-18:45

2

2020/9/25

Fri

Ives

17:15-18:45

3

2020/10/2

Fri

Ives

17:15-18:45

4

2020/10/9

Fri

Dzyabko

17:45-19:15

5

2020/10/13

Tue

Dzyabko

17:15-18:45

6

2020/10/16

Fri

Dzyabko

17:45-19:15

7

2020/10/20

Tue

Miwa

17:15-18:45

8

2020/11/6

Fri

Stephens

17:15-18:45

9

2020/11/10

Tue

Miwa

17:15-18:45

10

2020/11/11

Wed

Miwa

17:15-18:45

11

2020/11/20

Fri

Stephens

17:15-18:45

12

2020/12/1

Tue

Stephens

17:15-18:45

予備

2020/12/22

Tue

－

予備

2020/12/23

Wed

－

