
 

 

 

 

 

オンデマンド（動画視聴）の講義 

 

ライブ講義（ZOOM） 

 

対面講義（大学を訪問） 

日

時 
８/１㊊〜８/８㊊ 視聴可能 

日

時 
８/２㊋ 10:00〜12:00 

日

時 
８/１㊊  13:00〜15:00 

会

場 
①ノートルダム清⼼⼥⼦大学 

会

場 
②山陽学園大学 

会

場 
③岡山大学 

講

師 

文学部英語英文学科  
Thomas Fast 准教授 

講

師 

総合人間学部 言語文化学科 
Stephen M. Ryan 教授 

講

師 

教育推進機構  
森谷 浩士 准教授 

内

容 

“Global Citizen Action Plans” 
 

This class will be a one hour on demand 

lesson followed by a conversation 

with  NDSU students. The lesson will be 

about how to become a global citizen in 3 

steps: 1) How to be informed about local 

and global issues; 2) how to develop a plan 

to make the world a better place; 3) How to 

take action locally or internationally to 

help people or the environment. The 

professor will then talk with a small group 

of students about their International 

Communication studies at NDSU and 

their lives as university students.  

（女子限定） 

内

容 

“Let's talk about  
our high schools!” 

 

I will tell you about my high school 

in England. Please tell me about your 

high school in Japan. 

 We can: 1) exchange information in 

English; 2) learn about each other; 3) 

learn about life in another country. 

内

容 

「英語練習法を整理しよう」  
本講座では、英語が使える（話せる、書け

る、聞ける、読める）ようになるための練習

法にはどのようなものがあるか、受講生の皆

さんと一緒に考えたいと思います。大学での

英語の授業は中・高のそれ以上に、英語を

「使う」ということに重点が置かれます。し

かし、授業だけでは英語が使えるようになる

のに十分な練習時間とは言えないでしょう。

そこで重要なのが自分でできる英語練習法を

知っていることです。この講座では、いろい

ろな英語練習法を体験し、それぞれの練習法

にどのような効果が期待できるかを一緒に整

理したいと思います。（使用言語：日本語、

英語練習法の体験時には英語を使用します） 

対面講義（大学を訪問） 

 

対面講義（大学を訪問） 

 

対面講義（大学を訪問） 

日

時 
８/３㊌ 13:00〜15:00 

日

時 
８/４㊍ 13:00〜15:00 

日

時 
８/５㊎ 13:00〜15:00 

会

場 

④吉備国際大学 
(岡山キャンパス) 

会

場 
⑤就実大学 

会

場 
⑥中国学園大学 

講

師 

外国語学部外国語学科 
Carlos Garcia  専任講師 

講

師 

人文科学部実践英語学科   
Laurence Dante 教授  
David Townsend 准教授 

講

師 

国際教養学部 国際教養学科 
藤代 昇丈 准教授  
松浦 加寿子 准教授 

内

容 

“Fun English Activities” 
 

In this lesson, students will 
experience various kinds of English 
activities. Students will practice 
speaking and listening by using 
games. YouTube videos, and Apps. 
Students will speak to each other and 
the native teacher to try to 
communicate the best they can. 
Students do not have to be great at 
English to be successful, but they 
need to try their best! The lesson will 
be fun, challenging, and different 
from the way they usually study in 
school. 

 

内

容 

“Summer Fun” 
 

英語圏の高校生は、夏休みに入る前

によく計画（ summer plans ）を練

ります。例えば、興味のある観光地

についてコンピュータで情報を集め

たり、イベントについて調べたりな

どして小旅行の計画を立てます。計

画を立てたら友人同士で情報を交換

したりします。８月４日に summer 

trip の計画を立てたり、話し合ったり

しましょう！ 

 

内

容 

｢英語プレゼンテーションを
始めよう！｣  

 現代の必要不可欠な技能の一つとして、聞

き手のニーズに合わせて話し方や内容を工夫

し、自らの意図した行動に導く「プレゼンテ

ーション」が注目されています。また、高等

学校新学習指導要領の外国語(英語)の新科目

「論理・表現Ⅰ・ Ⅱ・Ⅲ」においては、「プ

レゼンテーション」が中心的な言語活動の一

つとされています。この講座は「英語プレゼ

ン」というものに初めて挑戦しようとしてい

る生徒や、 自分の英語プレゼンをより魅力的

にしたいと思っている生徒の皆さんを受講者

として想定しています。プレゼンの基礎知

識、話し方や構成の仕方、役立つ表現等をや

さしく解説します。学年は問いません。興味

があることだけが参加の条件です。気軽に御

参加ください。 

  
 

 参加を希望する人は  月  日（  ）までに     先生まで申し出てください。 

高教研英語部会と県内大学との連携

参加を希望する人は ６月２４日（金） までに平松まで

ONLINE＋対面 


