開講科目名／Course

英語Ⅲ

ターム・学期／Term・Semester

2021年度／Academic Year

開講区分／semester offered

後期

単位数／Credits

1.0

学年／Year

3

主担当教員／Main Instructor

G.T. Shirley

担当教員名／Instructor

宮内

必修・選択
／compulsory subject
講義形態
／Class Type
科目の目的と概要

選択

到達目標

DPとの対応
授業計画

その他の授業の工夫

時間外学修

評価方法と評価割合

後期

信治、G.T. Shirley

講義
英語A：
英語語彙を習得増強する。論文構成要素（演題、要旨、緒言、方法、結果、考察、結語、謝辞、参
考文献）を知る。
英語B：
English language ability is important for nurses. In this class, students continue to
practice speaking and listening of English. The aims of this class are for students to
improve their communication skills in English, and to have fun communicating in English.
英語A：
習得した看護・医療関係英語語彙の意味を説明できる。論文構成要素（演題、要旨、緒言、方法、
結果、考察、結語、謝辞、参考文献）の意義を述べる。
英語B：
1. Students can practice speaking English.
2. Students can practice listening to English.
3. Students can improve their overall English communication skills.
4. Students can actively participate in English group work.
5. Students can actively support and help partners during English pair work and group
work.
3.心豊かな人間性と倫理観、5.国際性を持ち、多くの職種や人々と連携・協働する力
英語A：
01. 医療語彙1（血液）解説 / 論文構成要素（要素の配列、演題）
02. 医療語彙1小テスト、医療語彙2（切断）解説 / 論文構成要素（要旨、緒言）
03. 医療語彙2小テスト、医療語彙3（炎症）解説 / 論文構成要素（方法、結果）
04. 医療語彙3小テスト、医療語彙4（病原）解説 / 論文構成要素（考察、結語）
05. 医療語彙4小テスト / 論文構成要素（考察、結語、謝辞、参考文献）
英語B：
01. Clinical Information
02. Hospital Departments
03. Emergency Room
04. Hospital Ward Orientation
05. Final Examination
英語A：
英語Ⅱ（学部2年次）で用いた教材を適宜参照することにより、医療語彙の理解を促し、学習方法を
再確認する。
英語B：
This is a student‑centered class. The teacher does not call on students to answer
questions or recite dialogues during class. Students do speaking and listening activities
together in pairs and small groups. These activities maximize student interaction. Such
interaction in pairs and small groups teaches students the importance of mutual support
in language learning. The teacher monitors this practice and offers support and
encouragement when necessary.
英語A：
講義予定部分の未知語句を調べ、概要を把握しておく。語彙小テストに備える。
英語B：
Before class, students should read all materials and look up words they don t
understand. After class, they should review and practice all materials again. They should
practice the pronunciation of difficult words and phrases so they can review the
materials smoothly during the next class.
英語A：
筆記試験（50％）、語彙小テスト（20％）、出席状況・授業態度（30％）で評価する。
英語B：
Regular Attendance, Active Class Participation, Effort and Attitude during Each Class:
50%; Final Examination: 50%

テキスト

英語A：
別途指示
英語B：
No textbook will be used. The instructor will provide students with materials for
classroom use in each class.

参考書
履修する上で必要な要件
その他
教員の実務経験

有・無

無

内容
教員以外で指導に関わる者の実務
経験

有・無
内容

実務経験をいかした教育内容

無

